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JARO XIV, N-RO 9 SEPTEMBRO, 1933

LA REVUO ORIENTA
論文

DEVI ĉ POVI
[VIII Elm. Verboj] (9) POVI, daŭrigata. K. Ossaka

EKZERCOJ VI (Daurigo)
27. Hi restis en eksterurba gastejo, por 

ke ili povu bonarangi siajn vestojn. (FI 
42)
彼等は市外の宿屋にとまった，それは身な 

りをとゝのへることの出來る樣にです。

28) Per telegramo ŝi sciigis pri tio 
Arturon, por ke li povu ŝin renkonti.

出迎へが出來るやうにアルトウルに其爭を 

電報で知らせた。(FK131)
29) Se ri povus disiĝi de via filineto, 

se vi ien ŝin lokus, tiam tre povas esti, ke 
vi trovus por vi lokon kun cent kvindek 
spesmiloj por jaro. (M 34)

若し娘の子さんと(;中々手放せまいが)別れ 

ることが出來て,どこかへ預ナなすったなら 

年百五十圓の地位は見付かるかも知れませ 

ん。〔註〕・US:おぼつかない意。

2〇. Tia kapablo havas pli grandan 
indon, ol ĉio, kion oni povus doni dote 
al alia fraŭlino. (F 58)
此の樣な能力は他の娘さんに嫁入持參とし 

て與へ得るどんなものよりも値打があると云 

ふもの。

1 c) Farebleco:
：31. Ĉiuj nuancoj de la homa penso kaj 

s巳nto povas esti esprimataj en Esperanto 
en la plej bona maniero. (FK 298)

人問の思想や感情のあらゆる調子がエスペ 

ラントでは最もうまく云ひ表はし得る=oni 
povas esprimi ĉiujn nuancojn …

3ソ・ La portistoj portis la plej diversajn 
meblaĵojn, per kiuj povas esti ornamita 

loĝejo, se ne tro vasta kaj eleganta. (M 3) 
=・,・・oni povas ornami・・・
人夫は家財道具を運んでゐた,これだけの 

調度力喘れば餘り廣くなく又贅:畢すぎる住宅 

でなければ一と住宅は飾f寸けが出來る。

33. Ĉio, kio nur povis esti briligita, 
radiis kiel la suno. (FK 139)
何でもいやしくも(nur)みがきあげ得るも 

のはことごとく太陽の樣に輝いてるた。

34. Por diri ion pri la valoro kaj ecoj 
de objekto, oni devas ĝin antaŭe 'ĉirkaŭ・ 
rigardi, taksi kaj almezuri, en kia formo 
ĝi povas esti bezona kaj konforma. (M 
29/2)=povas esti bezonata kaj konforme 
uzata.=・..oni ĝin bezonas kaj konform:gas. 
物の値打や性質を評するには先づ之をよく 

眺めまわし,値ぶみし,どんな風にして之が 

必要とせられ適應され系｝るかを淡」らねばなむ 

ぬ〇註:玆にbezona kaj konformaは謂は 

ヾ準受身分詞の意味。

APLIKOJ VI.

1.君に出來ない来が僕に出來る道理がある 

か 〇 (Kiel.,・?)
2・Esperantoで何でも思ふことヵ;云へます 

かゝ〇 (libere sin esprimi)
3. 勉强さへすれば今に好きな本カ徹める樣 

になる〇 (baldaŭ)
4. 精神一到何事不成。

5. 若しゃ此の病氣を癒すことが出來るなら 

金はいくらかゝっても構はぬ。

6. いつか御恩に報いることが出來ると思っ

てゐます。’ • ヽ/

7. 皆がわかる樣に綏り話して下さい。
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8・行ける處まで行ってみやう。

9.應分の寄附をいたします。

10. 御希望に添*様出來るだけのことを致し  

ました。

11. 鋼は曲げることが出來る〇 (fleksi)
12. 出來れば明後日來てくれ。

2・ Nekapableco: ne povi・

a) Neeblo pro la senkapableco.=ne havi
Ia kapablon fari ion.(本來やれる能がなく 

て)槌くせず,やれぬ,出來か....... :〔無能〕

Sata malsatan ne povas kompreni.
滿腹の人は餓えたる者を解し得ぬ(貧乏 

の味は金持には理解出來ぬ)。(P 477)
La homoj ja ne povas vivi en la akvo.
人間は水の中でŝfeきてることなんか出來 

はしない。(FI 56)
Ĉu vi ne povas alkutimiĝi diri al mi 

« sinjorino » ? (GD 10)
お前は私を『奧方』と呼び慣れることが 

山來ぬのかへ。

b) Neeblo pro la cirkonsiancoj = esti en 
la neebla stato ion fari. C本來は出來るの 

だが今〕やれぬ,出來ぬ(狀態にある)•••〔不得〕

Mi kredeble ne povos veni al vi 
hodiaŭ, ĉar mi pensas, ke mi mem havos 
gatojn. (F 83)
多分今日は參上出來ません,私の方に御 

客があると思ひますから。

La regidino sidis tute kiel ŝtona statuo 
kaj ne povis eldiri eĉ unu vorton.
王^:は石像のやうに(だまって)坐ってゐ 

て一言も物が云へなかった。(FI 49)
Mi neniel povas kompreni, kion vi 

diras. (F 64)
おっしゃる目切;どうしてもわからぬ。

Mi ne povas retrovi la spiron. (Rz 
38)

いきが切れた〇 (estas ekster la spiro)
Vi ne povas tion ĉi sufiĉe taksi. 

(Rt 63)
いくら有り難く思っても思ひ足らぬ。

〔註〕 ne povi sufiĉe •… し、くら....し

ても……し足らぬ・し過ぎることはない。

Bela! Mi ne povas nei! tre bela!

(M 213)美事!否定するわけにはゆかぬ。 

Rimarko (1) La adverbo „ nur a aludas 
neadon : povi nur •・・=ne povi alie ol:

Ni povis pensi nur pri modesta domo, 
kaj mi tutan semaj non serĉis tian. =Ni 
ne povis pensi pri nemodesta domo, 
kaj •.. =ne povis pensi pri alia 〇】…

吾々はせいぜい質素な家しか考慮に入れ 

るわけにはゆかな力、った。(FK113) 
Rimarko (2) Per demanda formo oni 

ofte aludas neadon, vd: 6
Ne pensu, ke mi flatas, ĉar kion povus 

mi de vi esperi ? (H 82)=…，ĉar mi ne 
povus de vi esperi.

お上手を云ってるなんて思ふな,と云ふ 

のはあなたから何を私は期待し得られるかい 

(何も期待は出來まいが人

c) Neeblo dcvigita=esti en la neebla 
stato devigita por ion fari.
(さ5してはならぬので)さ5するナ〉けには 

ゆかない,出來ぬCもの也)。

Kaj tiel tiu ĉi uzo respondas al la neado 
de 3 a), poste klarigota, kaj havas havazaŭ 
la signifon: devi ne fari ion; kaj tio ĉi 
kondukas al la senco 5) ” Certeco

Kaj nomi ĝin eraro oni jam ne povas 
(LR ：6)=Oni devas nomi ĝin ne eraro.
之を誤とすることはもう旣に出來ぬ(と 

名づくるわけにはゆかぬ)。

Ŝi certe konsentus akcepti la laboren
spezon eĉ malgrandan, sed longe atendi 
ŝi ne povis. (M 74)=sed ŝi estis dev
igita longe ne atendi.
買金はどんな安いのでも承知するわけだ 

力;,長く待つなんてなことは出來な力、った 

C待つわけにはゆかなかった)。

Tiam ŝia unua edzo, kiu forsendis ŝin, 
ne povas preni ŝin denove kiel edzinon, 
post kiam ŝi estas malpurigita. =alli 
estas malpermesite denove ŝin preni •…
彼女を追出した最初の夫は彼女が汚され 

た後に彼女を再び妻にめとるを得ずくめと 

るわけにはゆかない〕。(Re 22)
Tion ĉi oni tute ne povas dubi.



此の事は全く疑ひ得ぬ(疑ふわけにはゆ 

かない)〇 (BV 33^=oni devus kredi.
Kiel vi povas paroli al infano tiajn 

pierojn! (FI 20)=Vi ne povas paroli 
(=Estas malbone viaflanke paroli)

よくも子供にそんな事が話せたものだ 

(=話すべきでない?。

EKZERCOJ VII

2 a) Neeblo pro la senkapableco:
1. Juneco ne scias, maljuneco ne 

povas. (P)
若い時は未經驗で物事を知らす;老年にな 

れば覺え知っても年のために出來ぬ。・

2. Vi vidas ja, ke nenia virino povus 
tion & elporti. (Rt 14£)

女ではとても我慢出來兼ねませうが。 

:'. Kie diablo ne povas, tien virinon li 
ŝovas. (P 36)

惡魔が手こづる樣な場合には惡魔は其處へ 

女を遣る(女は惡魔にも出來ない事を平氣で 

やれるものだと云ふ意の諺)。

4. Tio estas tro multe! tion mi ne 
povas elteni. (FII 1C7).

それやあんまりだ!我慢なり兼ねる。

5. Oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento 
aparte. (P 343)
風は東に西に北,南に吹くから一々風のま 

ゝ別々に動いてゆく事は出來ぬ(身は一つ故 

ちがった事に迎合するわけはゆかぬ)

6. Al du sinjoroj samtempe oni servi 
ne povas. (P C26)

二人の主人に同時に仕へることは不町能〉 

7・ Csr la afero estas tro malfacila por 
vi, vi ne povas plenumi ĝin sola.

此の事はお前にはむつかし過ぎるからお前 

一人ではやりとげ得まい。(Er18)
8・ しi estas tiel dika, ke li ne povas 

trairi tra nia mallarĝa pordo. (F 71)
彼は何しろ非常にふとってるので私の家の 

狹い戶ロカ;通れない(位だ)。

9. Ci tiun frenezaĵon oni ne povas 
«elpeli al li el la kapo. (GD 47)

此の狂氣じみた考を彼の頭からのぞくこと

は出來ぬ。(al li el la«ei lia)
10. Oni nenion povas fari kontraŭ 

tio. (GD 40)如何ともそれに反對は出來ぬ。

〔註〕7~10は次の1b)と考へても可。

2 b) Neeblo pro la cirkonstancoj:
11. Mi estas enŝlosita, kaj mi ne povas 

eliri. (Ps 88) . •
とぢ込められてゐて出るに出;〉れぬc

12. Mi ne povas deteni min de ploro. 
(H 125)=mi ne povis ne plori.
淚^ずる能はず。

13. Ni ĉiuj kunvenis por priparoli tre 
gravan aferon ; sed ni ne povis atingi ian 
rezultaton kaj ni disiris. (F 84)
吾々は皆匝大なことを議しに集まったので 

あるが何等の結托に達し得ず別れた。

14. Torente faladis la pluvo, eĉ unu 
homon oni ne povis vidi sur la strato.
車軸を流して雨が降って居て人一人往來上 

に見られなかった。(FI 83)
15. Mi ne povas alie. (BV 42 ; FI 43) 
他に仕樣がない〇 (ne povas agi alie)
16. Ĉu vi ne povas diri al mi, kie mi 

povas ricevi ĝin ? (FI 24)
どこでそれが手に入るのでせう。〔註;)人 

に物を尋ねるときよく此の如く Ĉu vi (ne) 
povas diri al mi,... ? Diru al mi...; 
Bonvolu diri al mi...などが用ひられる〇

】7・ Ni ne povis iri al tiu popolo, ĉar 
gi estas pli forta. (Nm 8)

あの人民の力が强いかち寄りつけない。

18. Iru kun mi en la malproksiman 
mondon, ĉar ĉi tie ni ne povas resti.
遠い處へ酸落ちしませう,こんな處なんか 

には居られやしないんですもの。(FII106)
19. Ĉu vi pensis, ke ni neniam plu 

povos reveni & tien ? (FII 107)
こゝへはもう二度と歸るに歸れぬのだと云 

ふことを考へたかい。

20. Eĉ unu birdon oni tie ne povis 
vidi, eĉ unu radio de la suno ne povis 
penetri tra la densaj kaj grandaj branĉoj 
de la arboj. (FI 105)

鳥一匹其處に見られぬし,太陽の光線がー
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條たりとも欝蒼とした大きな枝を通してもれ 

ることは出來なかった。

21. La najtingalo kantis tiel belege, ke 
oni ne povis tuj diri ion malbonan.
夜驚は寳に美事に歌を歌ったので,皆はす 

ぐには惡口が口に出すなかった。(FII16)
22. La nokto estis tiel malluma, ke ni 

nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo.
鼻先も見えぬ暗夜。(F7」)

23. Dum la tuta vespero ŝi ne povis 
sin deteni, por ne pensi pri tio, kion la 
studento al ŝi rakontis. (FI 21)
ーと晚中彼女は學生が話してくれたことを 

考へずには居られなかったC

24. Ŝi estis pala, kiel tolo, kaj ne povis 
elparoli eĉ unu vorton. (FK 121)

まつ蒼になって一言も口を切れな力、った 

(kiel toloは顏色の蒼い形容)。

25. Nenio tamen povis helpi al ŝi. 
どうにも致し方がなかった。(FI 47)
26. La tuta ĉielo elrigardis kiel oro, kaj 

la nuboj — ha, ilian belecon ŝi ne povus 
sufiĉe bone priskribi! (FI 53)
空一而黃金の樣に見え又雲は一あゝ雲の 

美しさはどんなによく描寫してもとてもよく 

描寫出來ない位であった。

27. Mi neniam povis rigardi ilin 
trankvilanime. (Rz 41)
彼等を見るといつも氣が氣でない

23. Neniu povus diri pri li, ke li eĉ 
palpebrumis unu momenton per la okuloj.

彼を評して一寸でも目じろぎしたなんて云 

ひ得る者はあるまい。(FI100)
29. La celo povas esti atingita nur per 

laborado praktika. (OV 237)=oni ne povas 
atingi alie ol per …
實際に卽したやり方でなくば達せられぬ。

3〇. Videble li estis tre malprokeima 
de bonhaveco; mi tial povis difini al li 
nur la plej malaltan sumon. (FK 111)= 
mi ne povis difini pli altan sumon.

明に彼は富有の足元にも及ばぬらしいので 

最低の金額しか請求するCふり當てる)わけに 

ほゆかな力・った。

2 c) Neeblo devigita.
31) Kaj ni ne povos reveni pli frue, ol 

post unu jaro; sed vin ni neniel povas 
tiel forlasi. (FI 107)=Estas nebone por ni 
tiel vin forlasi.
一年たゝぬ內は歸られぬ(このne povos 

は2b);然し吾々はあなたを此儘にして置 

くことは出來ぬ〔すて置くべきでない)。

33. Tion ĉi vi ja ne povas esperi.
さうはゆかぬ(希望するわけにはゆかお= 

希望してもだめ，むだだ人(Rt 73)
Kp.: Tion ĉi vi ja ne devas esperi.
そんな事希望すべきでない〔當然いかん)。

34. Ni neniel povas esperi tian 
honoron. (Rz 89)
そんな笛譽を望む(=permesi al ni espri, 

deziri)わけにはゆかぬ〇

35. Tiam la viro, kiu kuŝis kun ŝi, donu 
al la patro de la junulino kvindek arĝentajn 
monerojn, kaj ŝi fariĝu lia edzino, pro tio 
ke li senhonorigis ŝin;li ne povas forigi 
ŝin de si dum sia tuta vivo. (Re 22)
女と寢た男はその娘の父親に銀五十枚を與 

へそして彼がその女をはづかしめたかどによ 

りその女は彼の妻となるべし;彼はその一生 

その女を去るわけはゆかぬ。

36. Mi ne povas kredi! (Rz 78)
とても信じるわけにはゆかぬ。

37. Ne, sinjorino, promesi mi ne povas. 
お約朿するわけにはゆをません。(M 26)
38. Blanka kapo, vin mi ne povas 

koleri. (Rt 43) (=ne povas riproĉi).
白髮親父め,貴樣に腹を立てるわけにもゆ 

かぬわい〇

39. La reĝo dormis kaj oni ne povas 
permesi al si veki lin. (FI 114)

王は眠って居られ，勝手に(permesi al si) 
起す朽けにはなり兼ねる。

Kp.: ne devas veki lin起してばならぬ 

のだ=ne veku lin.起すな〇

4〇, Mi ne malestimas vin, sed imiti 
v:an agadon mi ne povas …ne, neniam 
...neniam ... (M 180)

(Daŭrigota sur p. 258)
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解釋用

序文 これわ某所での講演に增補した 

もの.「辭書の話」のやりかたわこの表題以外 

にいく種類もある.例:辭那・懐の歷史的系 

統.Kroiia の E-J i）Motteau の E-A 
を基とし,Motteau わ Beaufront の E—F 
に多くの利益を得た,など.例:Z-aj vortoj 
の硏究.例:語浪の文法的kategorio.例: 

neologismo.其他，其他・要するに,一種類 

の辭書でなにもかもの用をすますことわでき 

ない.調べる目的に應じてそれぞれの辭書の 

それぞれの特徵をうまく利用しわけるべきで 

ある.

1. 解•讓用册典 單語の意味を解釋するに 

役にたつ辭典わまず次のごときもの,（最初の 

字わ略字）：

F Zamenhof, Fundamento de Esp. 
價1圓〒4錢

〇 Grosjean-Maupin, Oficiala Klasika 
Libro.價0.5圓〒2錢

B Boirac, Plena Vortaro Esp.—Esp. 
絕版

K Kabe, Vortaro de Esp,品切

S SAT 版 Plena Vortaro de Esp. 
品切（發行所にて）

M Millidge, The Esp.—Eng. D运tion- 
ary.價6圓〒8錢 .

W Wŭster, Enciklopedia Vortaro 
Esp.—Germ.（取次がず）

J 岡本好次・新撰エス和辭典（堀補訂正

版）價6（）錢〒4錢

! 石黑修，エス和新辭典價1・5圓〒6錢
2. oficialaj dokumentoj. もちろん F と 

その4回のoficialaj aldonojを見ねばなら 

ぬ.〇わそれらの誤譯や不臥瞭な說明を正し 

たもの（ただし第4回〇行ci・ald.わこれに 

ふくまれていない.これわOficiala Bulte
no de la Esperantista Akademio, N-ro 
ゝ1929を見ること〕.現在使われている單語 

わその意味の廣さにおいてかならずしもF,

Kawasaki— N.

〇の示す範圍にとどまっていないものもあ 

るが，我等わまず第1にF, 〇を調べねば 

ならぬ.この〇行cialecoの問題についてわ詳 

細にここで述べないが,Esp.の健全な發達の 

ためにわそれわきわめて霍大なことである.

3 radikojの音!・の龙养と譯語 語根の 

もつĝenerala signifoをklareに定義した 

ものわK力;よい.そのĝenerala signifoの 

種々のnuancojを分類的に說明する點にお 

いてわSと、2が1＜にはるかにはるかにま 

さる.W わZamenhofa uzadoと,しからざ 

る場令を符號を便って嚴乘に區^してある■ 

Sにもzの小さなしるしをときどきつけてあ 

るが，區別の嚴重さにおいてとうていWに 

およばない.ただWはS, Kのごとく文章 

による定義でなく，意味の類似したドイツ語 

の單語を數個あげてある.譯語の與えかたわ 

第1分册より第4分册に進むにしたがって 

次第に上手になっている.M わできるだけ 

Zamenhofa uzadoに忠實ならんとし,イギリ 

ス語の單語で譯をつけてあるが,Esp.のra
dikoj のsignifojのZ-a uzadoをたいへんよ 

く浮びださしている.Bわĝenerala signifo 
をEsp.の單語をできるだけ少く使って說明 

しようとしないで，sinonimo としても役 

にたつ.Jが數度の譯語の訂正をやったまじ 

めな努力わ賞めてよい・Jより後にIがでて 

新語を入れることにつとめたが,Jも負けず 

に増補をだして鳖抗した・

4. radikoj internacie kompreneblaj, 〇 フっ 

こんなradikojのみをそのI!に集めている. 

これらの語の意味（そのnuancoの廣さの範 

ROわ注意しなければならぬ・AFGR..・な 

どすこしずつ異なるものもあるし,Esp・わそ 

才しらを基礎としてできあがったものでわある 

が,自身獨特の範圍を持っていることもちろ 

んである.sが便利であることゆうまでもな 

いが,〇わこのために特別のavertoをそえ 

ている.例:'opozicio'わpolitikoの場介
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のみに使え・Francojわ'akcento の意味 

を自國語に誤ってわいかぬ!など

Koessler et Derocquigny, Les Faux 
Amis on les trahisons du vocabulaire 
anglais, Vuibert, Paris,19312

Boillot, Le Vrai Ami du Traducteur 
Anglais-Franfais et Francais-Anglais, 

Les Presses Universitaires de France, Paris, 
1930.
後者わ前者のsuplementoである.イギリ 

ス語とフランス語の單語で形だけ似て意味の 

異っているものの說明.例:4 to control*,  
4 contrdler '・ Esp.の'kontroli?わフランス 

語の意味に近い 日本人わイギリス語流の意 

呼に便いたがるが 1920年Esperantista 
Akademio が1andnoma sufikso 問題（-ujo ? 
■io?の論爭）のときだした有名なdeklaracio 
のなかにlingva komitatoの規則を引用し 

て ある力:（••••la konservado de la funda
mentaj principoj de la lingvo kaj kontroli 
ĝian evolucion）,この宣言わこの"kontoron ' 
を說明して:La signifo de la vorto kontroli, 
uzata en la Fonda Regularo, ne estas duba: 
ゝ kontroli < estas »esplori, ĉu tia； kia ĝi 
devas esti « （Vortaro de Kabe）ときわめて 

あきらかにKの定義を認めている・「エスペ 

ラントの键丄1930わいろいろ譯語に苦心し 

てあるが，「檢察す」とある.

,,It is said tha t at portsmou th the Japa
nese ヽvanted fo have the Freuch word 
controle mean the same as English controle 
Guĉrard, A Short History of the Inter
nationa! Language Movement, p. 32.

5•一介成語Zamenhof的もしくわもっと 

もおだやかなもののみをMわ載せ,Wわあ 

らゆる（;といっても手あたりしだいでもない 

が）ものを集めている.Esp.による定義のあ 

るのわKよりもS力:多いが，それとてその 

數がきわめて少ないCMよりも）のが殘念・ 

合成語とて各部分のradikojの意味と論理の 

みで解決できぬ・例:Altiri； Aubskribi； 1 su
baĉeti この點（合成語が現在もつ習慣的

意味を說いた點）Sの努力に敬意を表する. 

合成話でわなんといってもその數と質におい 

てMが光っていることを忘れてわならぬ・ 

日本語の辭書わJもIも合成語の收容わきわ 

めて貧弱で，この點でわ十分の働きをしない.

6.用例 單語,合成語などの意味わ定 

義に加える,その用例によってよくわかる. 

用例の多いわSが群を拔いているが,いささ 

かその取捨撰躍が不消化の狀態である.wわ 

出典を明示Cとくに第4分册よりページ數を 

もあぐ）してあるsistema klasigoの點で W 
わsにまさる.日木語でわ用例つきの辭典 

なんかまだーつもない.ただ城戶崎，石黑そ 

の他などが單語カードやそれに類似したもの 

をだして,用例をあたえているが,數も質も 

貧弱である.

7・sinoinmo. イタリーより單行木もあ 

り,Baghy,岡本その他の人が雜誌，敎科書な 

どに一部分:戟せているが，いまだまとまった 

完全なものがない.ヽV, S, Mなどにでてい 

る類語c各單語,あるい朽用例の終りにつけ 

てある）によって自分で比較硏究してみるが 

よい.この目的にB力［役だっことすでに述 

べた.sinonimoの硏究わ（單語でももちろ 

んそうであるが）うんと用例を集めねばなら 

ぬ.

8.附記最新刊の Nyl6n, Esperantisk- 
Svensk Ordbok, pj. 232, Stockholm, 19^3 
わさすがスウェデンのpioniroの名力:あるだ 

けに派出語,合成語,簡單なfrazo〔例:la 
spirito de la patro de Hamleto）などたく さ 

んあげてある.スウェデン語を知らない者に 

も參考になる.

SAT 版,Plena Vortaro, Bennemann, 
Esp.-Gerni.などすでに名聲を得たものて改 

版を準備中のものがかなりあるようだ.

（總べて20$頁）前號正

欄 行 正 誤

左 1 C kan〇. Ĉikauo
左 〇 Wacrill Wackrili
左 -11 mia mia •…
左 -12 原着 原書

左 12 そ （次行へ）

左 27 F （次行へ）

左 31 C22/10 ヲ追加）

右
7

た. た

右 -11 Wacrill Wackrill
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學習

LA PATRINO KAJ LA FILO
(El „ Hamleto ", Akto III, Se. IV)

(III) K. Ossaka

Vidado sen palpaldo aŭ palpado
Sen rigardo, aŭ orelo sola
Sen mano kaj okulo, aŭ flarado 
Sen ĉio, 一 eĉ partef de vera sento 
Neniam donas tian rezultaton, 
Ho, honto, kie estas via ruĝo ? 
Se la infer*  sovaĝa povas boli 
En membroj de grandaĝa matron ino, 
Ho tiam ĉasto de juneco flama 
Disfluidiĝu kiel vaks1 en fajro!
Ne diru „ honto ! " kiam juna sango 
Malĉaste bolas: frosto mem ja brulas, 
La volon ja delogas la prudento …
觸覺はなくとも視覺さへあれば,又視覺な 

くとも腰覺さへあれば，手も眼もなくとも耳 

だけ（orelo sola）あれば,何はなくとも噢覺 

があればー一眞の感覺のほんのかけ端でもち 

るならば決してこんな結果にはなりませぬも 

のを，あゝ,みっともないc羞耻;,あなた樣 

の（頰の？血は何處へ行きました?兇暴な地獄 

（の火,.卽ち情火功:大年增の五體の身內に煮 

えたぎり得ると云ふのなら,あ、それなれば 

燃えやすい靑春の節操などは火に陷ちた蜩の 

樣にもろくも熔け失せるべきです!若い血潮 

が劣情に沸るとも『みっともない』など仰せ 

られまするな:（分別あるべき年増女が情に 

狂ふと云ふなら）霜雪さへも燃え出しませう 

し,分別カ:意志を瞪落さすと云ふ樣な事にな 

りまする....〇

【註】! Adpado視覺.aŭdado聽覺,flarado 
嗅覺，gustumado 味覺，palpado 觸覺= kvin 
sentoj :丘感。

Honto /羞耻よ，みっともなし、（耻づカ、しい, 

而はゆい）。〔人をたしなめる語〕。

Kie estas via ruĝo /羞耻心を失って耻し 

い事をしても血が頰にのぼって顏を赤めるこ 

ともなくなったのですか=よく耻しくありま 

せんね〇

Infero （Paradizoに對してう地獄（こ'では 

情火を地獄にたとへたもの）。

Membro （全體を組み立つる一個體,卽ち 

nacio, familio 等の）一人,一員,（會の一） 

會員,（機構の…）組子，C人間の身體を紐立て 

る五體の）一つ（玆にmembrojは人間の五 

體,頭,手,足等，卽ち身體のこと!。

Grandaĝa matronino 大年増（おほどし 

ま〕の婦人。

Ilo tiam ĉasto... disfluidiĝu ...情慾が为 

へた筈の大年増が戀に狂ふと云ふのなら燃え 

やすい(flama=flamanta, flamiĝema)靑春の

節操などは火の中に入った蠟のやうにとろけ 

てしまへ（若者などは身をこがしてとけてし 

まふべき筈;顔まけする）。

Cas%:節操,貞操,身持ち（のよい事）,mal- 
ĉasto不身持ち,淫蕩,放蕩;malĉastulino不 

身持女（=prostituistino, publikulino）.
Delogi （惡い事に）誘惑する,墮落させる。 

冷かなる霜雪さへ燃え意志を善導すべき理智 

が意志を墮落させる（卽ち石が浮んで木の葉 

が沈む）。

REĜINO: Hamleto, ne parolu plu! Vi 
turnas

Okulojn miajn rekte al la koro,
Kaj tie mi makulojn nigrajn vidas,
Tre nigrajn.
HAMLETO : Jes, por vivi en la ŝvito
De abomena 1让〇, en putraĵo
Sin brogi, en la nesto malbenita...
REĜ.: Ho, ne parolu ! Kiel ponardo
En min penetras ĉiu vorto!
Ne plu, Hamleto kara!
H.: Fripon*  kaj mortigisto; simpla sklavo; 
Li ne posedas eĉ Ia milan parton
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Da indo de Y estinta via edzo;
Kronita arlekeno;li, ŝtelisto,
Malice kaj mallaŭte ŝtelis for
La kronon kaj ĝin kaŝis en la poŝon …
女王:ハムレット，その位で置いて下さい 

（話をもうやめてユそなたは妾の眼をば直向 

きに妾の心に向けさせなされた,してその妾 

の心には（tie）暗い汚れが見えまする,ひど 

く暗い汚れが見えまする。

ハム;右様にござります,けがらはしい臥 

床の寢汗の中に生活したいがため,汚穢の中 

に身をたじらす,いやらしいの中で……〇

女王:あゝ,やめて!匕首の樣にーと言

と言が妾の身內に立ち込みます !やめて下さ 

い，ノヽムレット!

ノヽム:惡黨の殺人者,何のことはない 

（simplaたじの）奴隸;奴はあなた樣の先の 

夫君の値打の千がーさへ持ちませぬ;道化役 

者!こして冠するたぐひ,彼，盜人,こすく,こ 

っそりと（mallaŭte）王冠をさらって行って 

着服いたし（ポケットへかくし）居った・・・・・・〇

【註】Vi turnas..・お前にさう云はれる 

とわれと我が醜い心力:まざまざ見える。

Arlekenoピエロ,道化役者，下司役者。

Mila partoono 千の一つ，千分の一〇

REĜINO: Ho. haltu! （Aperas la spirito 
sen armaĵo.）

HAMLETO: Ĉifonaĵo, sed ne reĝo! （Li
ekvidas la spiriton.）

Ho, savu min, anĝeloj de V ĉielo, 
Flugilojn viajn super mi etendu ! 
Spirito nobla, kion vi deziras ? 
REĜ.: Ho ve! li freneziĝis! 
HAM : Ĉu vi venas
Riproĉi vian filon sendecidan,
Ke li la tempon kaj pasion perdas
Kaj ke ĝis nun ankoraŭ li ne venĝis ?
Ho, diru!
SPIRITO: Ne forgesu ! Mi intencas 
En vi subteni forte la decidon.
Sed vidu, kiel forte malespero
Disrompis la patrinon vian; helpu 
Al ŝia propra koro kaj animo.

Ju pli malforta korpo, des pli forte 
Suferas la animo. Iru !
女王:あゝ，止めて! C亡靈甲胄を身につ 

けず現はれる）。

ハム:ボロmぢや，王などではない!（亡 

靈をHにとめる）。おゝ,天使達よ,翼でどう 

ぞ私をかばうて下さりませ。（翼を私の上へひ 

ろげてくれ=あな恐ろしゃ;）!尊き亡靈，何 

御用であらせられまするかC

女王;あれ，王子は狂氣いたした。

ノ、ム:あなた樣の子息（たる我）が時を徒費 

し熱情を失ふとて,さて又今迄讐打をいたさ 

ぬとて優柔不斷の子息を責めにお出でなされ 

たか?さ樣でござりまする力、（云ふてくれ,

亡靈:忘れてはならぬぞ!そなたの心中に 

强く決心を支持してやるつもりぢや。然し御 

覽，あの樣にひどく（强くつ絕望がそなたの母 

をひしいで居る。母の本心と魂とを助けてや 

るがよい。體弱ければ氣はーとしほ苦しみな 

やむものぢゃ。行け!

【註】Spirito王子ノ、ムレットの父，卽ち女 

王の先夫ハムレット王の亡靈。animoは宗 

敎上死ねば亡びるkorpoに對し死後にも生き 

てゐる靈C卽ち無生物になく,生物にのみ宿 

る魂^Spiritoは元來天地に雜然として流形 

に賦すと云はるゝ正『氣』,この氣が矢張り人 

體中にあり，生物孫動のenergioたる『精氣, 

精神』となる。卽ち此のspiritoの量が增せば 

その人は意氣昂然,滅ずれば意氣悄沈する, 

卽ちanimoはkorpoに對する生物無形の本 

尊,死後亡靈として人の前に姿を現はすの 

はanimoでなくて,凝って姿となって出る 

spiritoの方。なほ『呼吸する』とは宇宙の氣を 

呑吐する意で同語原spiri.神から詩人など力: 

妙想の懸感を受けたりするのは神力:此の靈氣 

を吹き込む意味でinspiriと云ふ。

Li frenezigis !亡靈は母女王の目に見えぬ, 

依てHamtetoが急に變な爭を云ひ出したの 

で『狂氣した』と云ったもの。

iru ?=iru al la patrino por ŝin konsoli 
kaj helpi.

Perdi la temponぐづぐづして時を空費す, 

時を失すJ .
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時文研究
夫戶圭一

京都府立病院の火事

—H午後H一時四十分京都市河原町廣小路 

府立醫大附境病院塵捨場より出火・隣接せる 

發爲所の一部を焼いたのみで直ちに鎭火した 

力遽所柄とて一寿は非常な騷ぎであった。（木 

誌特報）

Fajro de hospitalo en Ky6to>

L 7^—Fajro okaz:s ĉe la malpuraĵejo de la 
Hospitalo de Gubernia Kolegio de Medi
cino, ĉe Kawaramati Hirokodi, Kydto, je 
la 11.40 ptm. de la 1.7・ Pro la frua 
eltrovo kaj rapida estingado, la fajro kaptis 
nur parton de la najbara elektrofarejo, sed 
la loka speciala cirkonstanco kaŭzis grandan 
surprizon kaj maltrankvilon.

文部省.六敎授を免官

今回の瀧1!問題に關し京大側と 

途の全然ないことを知ってゝ十一日文部省で 

は新總長就任を機會に法學部六敎授の 

受理することに決定した。（大胡號外）

Eduka Ministerio eksigis 6 
profesorojn.

11.7. — Juĝante ke elĉerpiĝis ĉiuj rimedoj 
de amikeca repaciĝo kun la Imperia Univer
sitato de Kydto koncerne la tiel nomatan 
Takigawa problemon, la Eduka Ministerio^ 
kaptante la okazon de la ekoficiĝo de la 
nova prezidanto, akceptis la 11-an de Julio 
la rezignojn de ses profesoroj de la Jura 
Fakultato.

〔註〕Imp. Univ. de Kydto を Kydto 
Imp. U.と書く人があるが之はjapanismo- 
anglismoであって好ましくない.同樣に 

,,Esperanto Grupo "は誤りで，,Esp・・Gr.“ 
とつなぎを入れなければならない。

ケルンよ候補生を落す

十一日朝九時神戶を出帆したドイツ軍艦ケ 

ルン號乘組の幹耳候補生デ-・ウィルケー君 

C二七?は同日午後一時頃瀨戶內海小豆島白湧 

沖合で誤って海に傾落、同艦はそのまゝ大連 

に向ったので約二時間泳ぎ續け住濱;毎岸に這 

上り漁民に救はれ.十二日尼崎汽船神惠丸で 

神戶に送られた。（大每）

Kadeto falis de „ Kdln "・

32. 7. — D. Wilke> 27, kadeto sur la 
germana militŝipo ” Koln ゝ kiu forlasis 
Kdbe lunde je 9 atm., falis en la maron je 
ĉirkaŭ 1 ptm. proksime de Sirahama, 
Syddosimo en la Enlanda Maro. Estinte 
nerimarkata de la ŝipo, kiu daŭrigis sian 
navigadon al Dairen, li alnaĝ;s la insulon 
post du horoj・ しi estis tie savata de lokaj 
fiŝkaptistoj kaj sendata al Kdbe per vapor
ŝipo Sinkei-maru de Amagasaki-Kisen 
hodiaŭ ・

〔註〕Falis「落す」と云ふesprimoは 

Esperanto にないので（faligi, lasi fali は共 

に「故意に落す」の意味に取れる人之を譯す 

に當っては本項の見出しの樣に逆の表現法を 

取らねばならない、!unde西洋の新聞では 

「十一□」と日を書くよりも曜日を書く方が多 

い、je 9 atra. ,,je“なる前置詞は最近では 

この樣な時日等を表は、燈合のほか可及的に 

避ける傾向にある。

新南群島は我が領土だ

さきにフランス政府が.突如として先占に 

よる領土權の按得を宣言した南支那海の六島 

は、實は大正七年・卽ち今を去る十六年前・ 

邦人の經營するラサ島燐礦株式會社によって 

事實上の先占が行はれてゐたことが明白とな 

った。（大毎）

Japanujo havas rajton sur 
Insularo „ Sinnan "•

Fariĝis konvinke klara la fakto, ke la ses 
neloĝataj insuloj en la Sudĉina Maro,
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kiujn la franca registaro subite proklamis 
sia teritorio laŭ rajto de antaŭeco de 
okupado, en efektiveco, estis unuafoje 
okupataj en la jaro 1918, t. e. antaŭ 16 
jaroj, de la Fosfatŝton-Kompanio de Lassa- 
Insulo, posdata de japanoj・

〔註〕領土權 teritoria aŭtoritateco.

颱風!五十米

沖卿防を荒してゐる颱風は二Hに至って 

さらに猛威を揮ひ午前零時ごろ中央氣象臺沖 

繩支聚の風速計はつひに破壌されたが同時刻 

の風速は實に五十米と推定され、朝九時ごろ 

なほ風速四十四米を算した.正午までに判明 

した侄曦家屋七十九・與那原署管内の農作の 

七和は全滅し、河灘縣營鐵道は一日夜來不通 

となった、今度の颱風は世界颱風記錄中第四 

番目の猛烈なものである。

Tifono! 5O-metra.

3・ 8. 一 しa tifono, kiu furiozas en distrikto 
Okinawa, plivigligis sian forton hieraŭ. La 
anemometro de la tiea filio de la Centra 
Meteorologia Observatorio estis rompata 
pro la ventego je &akaŭ la noktmezo. La 
tiama rapideco estas taksata je 50 metroj 
en sekundo. La tifono blovis ankoraŭ per 
la rapideco de 44 metroj eĉ matene je la 
naŭa. Domoj falintaj nombris 79,laŭ 
raportoj kolektitaj ĝis la tagmezo. Ĉirkaŭ 
70 procentoj da agrokulturaĵoj en la regiono 
de Policejo de Yonahara estis difektataj. 
Trafiko sur la Okinawa-gubernia Fervojo 
interrompiĝis de post la nokto de !・ & La 
nuna tifono, laŭdire, vicas kvara sur la 
mondrekordo.

CW Okinawa刊繩・之をエスペラント 

式ローマ字で„ Okinaŭa uと書いても外國 

人には「オキナウア」としか讀めない。la 
naŭa九時、エスペラントでは「ナウア」と 

發舌することに注意。agrokulturaĵo農作 

物.agri-の誤曲に非ず、agrano T®〇

ナチス突鑿隊スヰスに侵入す

ウユルテンベルヒ地方ナチス突擊隊は九日 

共產黨F搜査を理白として國境通過規定を無 

視しスヰス側國境監視兵の制止を突破して大 

擧バーゼル打に入りス年ス人經營の發電所に 

闖入し同發電所員たるドイツ人を捕へ共產施 

員たる嫌えを以て訊問した。（讀賣）

Stormtrupo de Nazi perfortis

Svisan Neŭtralecon・

9. 8・ーLa stormtrupo de Nazi en Wurttem- 
berg invadis hodiaŭ grandnombre en Basel, 
Svislando, ignorante la landliman kontrakton 
kaj rompante la svisajn gardistojn, kun la 
preteksto, ke ili serĉas komunistojn.

Enirante tie elektrofarejon posedatan de 
sviso, ili arestis germanajn dungitojn kaj 
ekzamenis ilin kiel komunisto-suspektitoj n.

〔註〕S丫isa neutraleco スヰス或!が 

eterne neŭtrala lando永久中立國であるこ 

とを指1す〇

佛國ハ捐關稅を又引上げか

パリ日本筋の諒解するところによれぱフラ 

ンス人絹輸入税は二割五分から近く五割に引 

上げられる見込であると.なほ右稅率は去る 

三月一割五分から二割五分に引上げられたも 

のである。（大朝）

Francujo altigos doganon pri 
artefarita silko.

10. 8. — L^ŭ raporto ricevita de japanaj 
rondoj de Parizo, oni devas antaŭvidi, ke 
Francujo altigos la doganon pri artefarita 
silko de 25 procentoj al 50 procentoj en Ia 
proksima estonto ・ Koncerne tion, oni 
rememoras, ke la dogano estis altigata de 
15 procentoj al 25 procentoj en la lasta 
marto.
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質 答
Lingvaj Respondoj K. Ossaka

★次の二文の受動態を問ふ。〔Kobzno氏〕

1) Hieraŭ li mortigis ŝin.
2) Tiam li estis mortiganta ŝin.
〔答〕發動態には單純時があり，混成時で 

云ふ『必要』のないときは常に單純時で云っ 

て差支ない。例へば上記のはTiam " 
mortigis ŝinと云ってよい〇然るに'受動態に 

は單純時なく必然的に混成時を用ひねばなら 

ぬ〇 卽ち estis mortigita, estis mortigata は 

共に發動形では mortigisと云へるが,その 

反對の時は云った人の氣持なり》前後關係か 

ら二つの場介が起り得る。然し

りは『普通一般の場合』には

Hieraŭ ŝi estis mortigita.
何となれば一般の場合には彼女力:殺されつ、 

ある瞬間を想起しないからであるC卽ち 

Hieraŭ li estis mortiginta ŝin に當る审實, 

殺人が終った結果を普通の場合は考へるかむ 

それに對應するestis mortigita力:用ひられ 

る)。然るに特別な場合，卽ち例へば『丁度私 

がかけつけた時』など云ふreferencoの時が 

あってその時殺人が行はれつ、あったことを 

想起して云ふ場合には

Hieraŭ ŝi estis mortigata (guste tiam, 
kiam mi alvenis tien).
卽ち狀況に應じて1)は二つになる。

ンはtiamなる瞬間に於てmortigoをな 

しつ\あった事を云って居るのであるから

Tiam ŝi estis mortigata.
動詞の動作のdaŭrecoは長きあり,短き 

あり。受動態に於ては常にその時に於ける 

fazoj (完了,現行，將然うに應じて-ita, ata, 
otaを用ひねばならぬ。

『戶が開かれた』が特に［TT度その時戶が開 

ヵ、れっゝあった』の意を云ひ度:い時には

La pordo estis malfermata.
然し一般に『戶が開ヵ'れた』と云ふ場仔に 

は開かれてしまった結果を想起する故。

La pordo estis malfermita.
注意:英語ではOpenedなる過去分詞の 

外にopenなる形容詞がある。他の語にはな 

い。依て『戶が開いてゐた』は

La pordo estis lasita malfermita 又は 

La pordo restis malfermita と云ふべきであ 

る。

但し verbo de daŭreco aŭ kutimeco の時 

はestis -ataが用ひられる機會が多い〇

その雜誌はN市で發行されてゐた。

La revuo estis eldonata en N. 
彼女は王に寵愛されてゐた。

Ŝi estis amata de la reĝo.
★(a) per-力［準接頭字として用ひられる時の 

意義。(b) per-は單語と見誤り易しその航 

別は?〔西宮市石川氏］

〔答;！ (a)前置詞が語に援頭せられるとき 

は矢張り前置詞としての原意のまゝであるか 

ら分解して考へれば打かる:per-—i=fari ion. 
per 一.例:

perlabori=fari ion per la laboro 働し'て 

何かする卽ち普通=akiri per la laboro僦い 

て得る,卽ち『もうける，かせぐ』。

Mi perlaboras nur iom pli ol unu dolaron 
en tago (FK 112)=Mi akiras per laboro 
iom pli ol unu dolaron・
一日に一弗餘りかせぎます。

La malgranda knabo ĉe la preterveturado 
de la veturilo sendis al ĝi perfingran kison.

(FII 148)
車が通るとき子供は投げキツスをした(= 

sendis kison per la fingro:はなれて居る人 

に親愛のしるしをするため指を自分の口に當 

て，それを投げるやうにその人の方へ差し出 

す動作,キスを投げる)。’

(b)こ扌しはどの接頭与:でも然りで'あるか;,單 

語の時は多くの場合後の部分が車語として存 

在せぬか又は合成語としては意味をなさぬ故 

すぐわかる。例へばpersekutiはsekutiな 

る語なき故,造語に非ざるを知る。(latinaが 

lat-in-a でな く , malica が mal-ica でないこ 

とと同慶)。
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「エス和新辭典」と「エスペラントの基礎」

本誌7月號・8月號に私の近著について新 

刊紹介欄に批評が出た。先づその最に於いて 

近頃同誌に比を見ないものであったことと共 

に门他共に許す我がepperanlologo岡本好次 

氏が特に署名を入れてしてくれたことは自分 

として光榮を感じて居るところである。

ところが.『あの紹介はfavoraでない、中 

・傷である』。『少くとも賞物を見たものとして 

は受阪れない』。『默って居ては誤解されるか 

ら反駁する樣£』等、々、々の通信や言葉が大 

習;あった。久さ縣の〇氏の樣に、"Rezo" 
に餘り香ばしくない批評があったので、どん 

なものか買って見た。話數の豐富、同意語. 

類語の挿入、エス話辭典として唯一の略語辭 

典の添附等・喜びと共に感謝•をよせて來た人 

もちる。世の中は廣い。

たとへ紹介がfavoraにしろ、でないにし 

ろそれは主觀である。それをムキになって見 

たのでは感情が入って水掛論、揚足取・さて 

は泥試合が先づオチである。云へばいひたい 

ことも色々ある。一時間ほめることは難かし 

いが、十時間（この方の時間はつきり記憶せ 

ず）惡口云ふことは何でもないといふ言葉を 

何かで讀んだが、人のしたことを云々するこ 

とは誰にでもそう因難ではないCそうした人 

々の好意は謝するに餘りあるが岡本氏とは年 

來の同志でちり.この問題については最近氏 

からの私启で諒解して居る私としては尙更ペ 

ンがHい〇

それで紹介を批評するとか.反駁するとい 

ふ意味でなく C辯明ともいへようが;あれを讀 

んでの寸感一つ二つを述べて嫌ねて一部の人 

々の好意に幾分か答へることにする。

1-辭典の「コンサイス」型は別に豫吿し 

なかったが失望した方にはお氣の毒。（學會の 

近く出る「和エス」は「コンサイス」だから 

期待して下さい）。尤も「コンサイス」は十年 

前の印刷界では大變珍貳したが.今口では車 

嬰視して居ない。不便もあるので、近頃の大 

辭典は原版流行。

2・一頁36行がところどころ37行にな 

つて居るのは.校了後追加增袖のため、組換 

が他の頁に及ぶことをさけるために私が無理 

をいってして貰ったもので私の責。3Ŭ行はあ 

ったにしても三頁はない積り。

石 黑 修

3. 語數の「新撰」にのって居ないもの 

1340,私のにないもの220は、私のにないの 

は、SATの“R V."の!30と共にofteco 
とgravecoから省いた。但しこれは私の主觀 

で.事情が許せば多い方がよいのは勿論。

4. 合成語も多い方がよい。私のも、大し 

て多くないが「新撰Iの五倍近く多い。pat
rino, fratino等あっても有難くはないと評者 

がいって居るが、有難くなくても曾通辭典と 

してはある方がよい、なくてはならぬ。「新 

撰」には上のはないが、edzino, gepatrojはあ 

る）。

5 一っの語根に對して古い語形.新しい 

もの、併用されるものについての一つを示さ 

なかったことは遠慮した。但しもう古くなっ 

た古語ゝ慢語はしるしをつけた方がよかった。 

それは作文のためでなく、讀奔の上で、作文 

の方では直接厄介になる「和エス」、殊に岡本 

氏の近く出るのではきっとこれをはっきりさ 

せて居てくれることと思ふから是非御併用を 

願ひたい。

6.「基礎」の「語彙索引」を「本當の索引 

をなさぬ」とわざわざ太字で書いて、Wackrill 
の“Konkordanco"と對照例が出て居るが、あ 

れで賢明な讀者は判る通り■私のは1ndekso, 
W・のはu Konkordancoそこに自ら區別が 

あって然る答。n本話譯は「語隸索引」だか 

らこそつけたのである。ついで乍ら有能な 

konkordancoが出ることを「注意：として、人 

の本の紹介に何時出るかしれぬ本の廣吿をす 

ることは一寸ドウかと思ふ。

書けば色々あるが•［基礎」の方でも. 

Fundamentoの全貌をあれだけ取扱った本が 

世界の何處にもなかったといふ點で・ 

"Fundamento ''と併讀、またその前に讀んで 

同書の使命たる「序說」としての役割をする 

ならば私の本望である。

要するに Ankoraŭ neniu plaĉas al ĉiu.で 

はあらうが、不滿不足を補ふに足る力着や好 

著が績々出されることこそ私たちの願であ 

り.私速としてはその批評を聞くのは有難い 

ことでちる。 〔8・& 2り
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辭 典

★記憶便法エフ和浄歌辭典（第三版）出口王仁 

三郎著 京都府南桑山郡龜岡町天聲社發行

10 cm. X18 cm. vi+4 0p•價 2 圓・送料 8 錢。 

大正胡年にでた第一版を改訂增補されたも 

の。印吊r鮮明。布表紙綴矍牢である。三十一 

文字の歌でエス公定語 4600器に一々歌をそ 

へて記憶に便にしたものである。仲々奇拔な 

ものも多いが中にはエログロナンセンスばり 

のものもあるし餘りにこぢつけすぎてゐるの 

もある。併しとにかくこれだけ澤山の語をす 

べて歌によんだ技盘は流石出口帥の腕前と感 

心する。ーニ例をだすと

Bataliono二〇三高地に進む歩兵大隊敵に 

打たれてパタリオーノ（ばたり懊惱）。

Abelo蜜鋒の巢をかき落し蜜吸ふてアベ一 

ろ （吁べろ ツノと 舌なむ る子等。

★ DICTIONAR Esp-Rotnaa si Romŭ,n-Esp , de 
Firu k. M. Bera: u, eid. de E^peranto-Instituto 
Rumana, Ciuj, Str. Bravilor 15, Rumanujo, 
12x 16 cm.160 p・

ルーマニャ語の辭典ゝ最初廿數頁の文法槪 

觀を添ふ。收載話魏は餘り豐富でない。Esp- 
Kumanaの部は千數百語でŝlosiloの程度: 

Kum-E p・の部は約六千語である。尙單にQ 

ーマニャ語を勉强するのによい程〇

讀 本

▲ FONDAMENTA LEGOLIBRO de Esp o, de T.
Sasaki,東京麴町區三番町口本エスペラント 

询發行四六版6頁、35錢・稅2錢〔第四版）。

佐々城佑氏著のrekta metodoによる讀杏〇 

著者の名は本書の內容を今更嗽々するを要せ 

ず。もう少し用紙が良くしてほしいと思ふ。 

■（MJA LERNOLIBRO de Esp., de 〇. Maher, 
eid. de T aŭtoro, Berlin W 10, Holienzollern- 
strusse 11,Germ.,15 X 21 cm. p.118・

Parola metodoでは敎科書は不嬰といふが 

これはBilda metodoの敎科書ともいふべき 

か〇やはり一種のrekta metodoでわる〇 一頁 

を二欄にわけ左爛に畫を澤山入れ質問を入れ 

右腦にその解答を與へてゐる。その畫がみな 

スッキリした漫書風の畫で仲々而白くかかれ 

てゐる，實に氣持のいい漫畫である。表紙な 

ども仲々こった裝幀で面□いr材料は仲々 

humorpleniでちるから笑ひながら愉快に工 

ス詔をおぼえるにもってこいの本である。講 

習をgvidiされる人々にとって（殊にrekta, 
metodoでやる）大いに參考になると思ふ。

文 毎

▲FORPELATAJ HOMOJ Ĉan-IIjokĉu trad. el 
jap. Iliiosi Takapi.束京市杉並區松ノ木町 

1148 フロント社發行 !3 X 18.6 cm. p. 39.
張赫宙氏の『改造』に出た短篇小說〇外に 

著者が本書のため转に書いた朝鮮文學の現狀 

紹介の小論を添ふ（エス文）。内容は朝鮮股民 

の窮狀を書いたもの。eksj）luatoを事とする 

農場經營の日本人あり。生活をさ人えきれぬ 

ため間島へ移住するといふ農民の群にまじる 

戀人の一家。迫はるる人々の影がまざまざと 

えがかれて哀悲をさそふ。

朝鮮の作家の作品の飜譯として單行本の形 

ででたものとして賂んど始めてのものといっ 

て上いc原作者は嘗て【改造］で懸賞に當選 
した文塩の新人。譯文も結構である。み後も 

こういった方面の本がドシドシでゝほしいと 

思ふ）原作者もそれが奇緣でエス語を學びた 

いといってをられる由〇原作者も譯卷も本書 

が特にkoreaj samidtauojに讀れる事を望ん 

でをられる。

一寸氣付いたことは第3頁4頁にkoreano^ 
とあり第1J頁にkoreoとあり之はkoreoに 

統一されたいと思ふ。とかく歐洲人は束洋の 

奇をしらぬので地名をKchvoとよび住民を 

korean 〇としてゐるが住民をよぶにkoreo 
として土地をKore,uj,〇 （本書ではKore'i'〇を 

用ふうとする方が正しいと思ふ。（Z博士のや 

り方京 はŜeuloがSeouloよりもよいと 

評者は考へる。ouと綴るのは英佛語の"u" 
では・'ju”の發音になるので“ ou "で'ヽ】'' 

の音を表はしたのではないかと思ふ。だから 

エス語ではS uloの方がよいと思ふc （併し 

郵便その他では從來慣用のSこouiのまゝでよ 

からう）。
★POLIGONO ［鑑賞エス文學双書第一篇ヽ。＜ 

京市淀橋區西人久保〔の4;ノ8希望社風際部發 

行。菊半截L3頁。價1U錢•稅・錢\（.美驗 

な!S寫版刷）。 ;*
Ande;senのFabelojの中からとったもの 

でエス文を語學的に硏究するのを冃標とせず 

寧ろその中にもれたものを文學的に妹牘した
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いといふ考へから對課したものであるよ印刷 

は蠱級な謄寫刷で石版刷みたいな妹ひのある 

もので活字木と同様讀みやすい。眉のこらぬ 

讀み物として好適であらう。

科 學

★La Raportoj de Ia Nova Plantparazitfungoj, 
Prof. Takezi FUKUI, eid. de la aŭtoro en 
Mie Agronomia kaj Arbarkultura Kolegio, 
Tsu-shi, Mie-ken, 1933・ 6 p.+ 2 folioj kun
kliŝoj. 18.5 X 26 cm.

La aŭtoro eldonis la raporton" kaj volas 
kolekti Esp・ skribitaj samfakaj lobornĵ(j kaj 
libroj kun la helpo de ĉiujlandaj samideanoj.

雜

^Respondo al la Demandoj pri La EDUKADO 
eo JAPANUJO de Motojasu Kurumada, eid. 
de Ia aŭtoro, Jasugi-maĉi, Ŝima(hekto
grafita), p. iv+35< 17x15 cm. prez. ne
montrita.

Pri la sistemo de la edukado も e. tiu de 
lernejoj en Japanujo oni povas bone informigi 
per tiu ĉi broŝuro, ĉe la komenco la aŭtoro 
metis la tradukon de la Reskripto pri la 
^Edukado de lmperiestro Meiji.
★1933 (Kalendaro de IPE), eid. de Inter- 
nacio de Proleta Esperantistaro, roŝtfako Nr.
2, Berlin C 25. Gtrm. 10.5 X 14 cin. 47. p.
乎頃なKalendaroである〇

▲DE PAĜO AL PAĜO verk. de L. Totsche, 
eid. de Literatura Mondo;13x19.5 cm.120 
p.定價二回.送料四錢。

“ Recenzo "とは何か。と、よく問題にな 

る。エス和辭典の譯語にとらはれて,Recenzo 
は、紹介に留まるべきもの、批評に足を踏み 

入れるべきでないといふ論さへ・屢々聞かさ 

れる〇 "Recenzo''が、それで九分なら、2 
censistoは不要だ。廣吿文を透き寫しすれば 

よいのだから。エスペラント書すべて提灯を 

持つのが、recenzistoの道德であると;S く人 

が、eminentaj esperant ii oj 中に も少く ない 〇 

Recenzistoを王樣の道化役だと思ってゐる人 

々である。反對に、recenzis 〇に對して、 

severa kritikoを要求する人々も相當多い〇 

これには，しかしriingvaĵojについて（それ 

も、大局的にでなく.できるだけ.末梢的 

に）」といふ但し書きがある。かうした人に 

は、recenzistoが對象の本質 例へば、小說の 

ばあひ、その文學的內容）に足を踏み入れる 

とき、彼を猛烈に攻除する。どの極類の人々 

も、しかしヽエスペラントを愛してゐるもの 

であることを、私は認めるcただ、彼等は愚 

かなのだ。無知なのである。彼等はエスペラ 

ントに對しての盲愛から、ひいきの引き倒し 

をしっゝあるのである。かうした無知な母親 

たちに什やかされてゐる限り、エスペラント 

は、いつまでたっても世間から無視されなけ 

ればならない。勿論、私は.酷評が許される 

といふのではない。できるだけ客觀性の多い 

嚴評を理想とせよといふのである。

この意味において、本書の出たことを、私 

は非常に悅ぶ。これは、Litenitursゝ［ondoの 

中堅 Totfche が、JBaghy, Kalocsayt Forge, 
Schwatzその他・現エス文壇の第一線に立つ 

人々十人を擇んで.その作品を批評したもの 

である。個々の批評に就いては、相は異論は 

あるにしても、一•卷を通じて、批評らしい批 

評でちることを惊とする。更に.その序昔に 

於いて、批評のカ法を確立してゐる點、エス 

に一つのepokoを劃したもの

と見てよいg卷末に添へたBiografiaj notoj 
も便利である。工人ペラント文舉に關心を持 

っものに一讀をお薦めする。（Mijake-Ŝihej）
【前號本欄正誤 ——214頁右欄25-26行「一 

ヶ所しか」は【唯ーケ所」と變更。215頁左 

概15行「笫!1頁」は「第2/7頁の誤】

(Daŭrigo de p. 247)
de 1*  simpla vivo konsilon returniĝi al la vivo animala reduktante niajn bezonojn al tiuj 
de la alimento kaj de la loĝejo! Vivi simple ne estas dediĉi nian tutan vivon por nin 
okupi pri nia mangotablo kaj pri nia apartamento! Kontraŭe, tio estas redukti al 
minimumo ĉi tiujn bezonojn, speciale la unuan, kaj anstataŭigi ilin per bezonoj superajn 
intelektaj kaj moralaj, kiuj ne necesigas grandajn elspezojn, nek grandan lukson, sed 
povas pli bone plenigi la vivon ・ しa simpla vivo ne sub premas la lukson; ĝi anstataŭ, 
igas ia lukson materian per la spirita, kaj ĉi tiu havas nenian rilaton kun la ekonomio 

<de F animaloj.
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學藝

Fragmento el la Politika Ekonomio
el verko de Charles Gide 
tradukita de Fumio Haraki

Vortoj de la Tradukinto
Ĉi tiu traduketo estas farita celante prisemi la ekonomian kampon en Esperantujo^ kie Ia 

kampo koncernanta ankoraŭ ne estas tiel riĉe kulturata kiel la literatura.
Ci tio estas traduko fragmenta el unu el la famaj libroj de Charles Gide (elparolu: sari 

jihd): Prĉmilres Notions & Economie Politique (Edilion rSvUĉe, Biblio1111qiie Cosmos, Paris,1939). 
Por eltrovi la plej taŭgan tekston en diversaj verkoj originalaj, mi penis multe, kaj fine 

trovis ĉi tion la plei bona, ĉar, kiel la verkinto mem diras en sia antaŭparolo, ĝi estas farita 
precipe por tiuj, kiuj neniam studas la Politikan Ekonomion, kun la deziro ke ili veku en si 

intencon studi ĝin.

verkinto antaŭ nelonge bedaŭrita Gide esttis unu el la mondfunjuj ekonomiistoj 

francaj, kiu, dum sia vivo de 82 jaroj, publikigis multajn librojn kaj artikolojn, el kiuj la 

libreto: Unuaj Nocioj de la Politika Ekonomio, estas tiel ŝatata ke oni traJukis ĝin en 
mirinde diversajn lingvojn : 一 itala, hispana, greka, araba, pola, angla, germana, litova, japana 

kaj ĥina.

Kaj Ja mirinda diverseco de F traduko igas min des pli senti en nii la estontecon de la 
lingvo internacia Ĉar kiom estas elspezitaj da penoj, kun kiuj multege da kleruloj tradukis 

ĝin en sian nacilingvon!
Se mia traduko lragmenti utilus forĵeti tiajn bagatelajn penojn ankaŭ en la sfero de V 

Politika Ekonomio, kio estuq pli granda ol mia ĝojo ?!
La 6-an de februaro, 1933 Fumio Il^aki.

Antauparolo de 1'Verkinto en la Verko.

Ĉi tiu libreto estas farita unue kiel kursomanuskripto por junaj fraŭlinoj, en Lernejo de 
Socia Servo (Ecole de Service Social)- Ĉar la aŭskultantaro ŝajnis tre interesita, mi redaktis 

ĉi tiujn lecionojn.
Konsekvence》skribante ilin, mi neniom celis fari resumon de la scienco ekonomia, nek 

ankoraŭ malpli lernolibron por la studentoj — sed, direktante mian parolon al tiuj, k：uj neniajn 

studas la Politikan Ekonomion, mi voi is simple veki en ili deziron studi ĝin. K»j al ni 
estas permesate kredi ke ĉi tiu modesta ambicio estas parte realigita, ĉar tradukoj de & tiu 

libro estas multenombraj.
Oni trovos ĉi tie preskaŭ neniom da difinoj, nek da diskutoj, nek da prezentoj de 

problemoj aktualaj, sed sole kelkajn skizojn pri originoj kaj evoluado de primitivaj ideoj 

sociologiaj — ne troviĝas pli ol dekduo kiu konsistigas la vefton de la politika ekonomio :—
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kiamaniere la ideoj estas iom post iom kreskintaj en homcerboj kaj realigitaj en institucioj. 
初;^^^ 「 Charles Gide.

Originoj de la nocioj ekonomiaj ĉe la 
infanoj, ĉe la animaloj・ 

(El Ĉapitro Unua de V Verko)

ĉi tiu libreto, kiel ĝia titolo indikas, ne havas alian pretendon ol doni ideojn pri
mitivajn de la politika ekonomio. Ŝajnas al ni ke la ideoj de la scienco ekonomia estas 
pli facile akireblaj ol tiuj de ĉiu alia scienco, ĉar la faktoj ekonomiaj estas tiaj, kiujn 
ni tplej intime kaj kiuj estas almiks让aj al ĉiutaga vefto de nia vivo.

Sed tia ne estas vera cirkonstanco. La faktoj ekonomiaj estis tiel implikataj en sia 
evoluado, ke hodiaŭ ili formas hararon kie estas ekstreme malfa&le eltrovi unu harofinon. 
Por ĝin malimpliki, la plej bona metodo sekvinda estas returneniri al la origino plejfrua 
de ĉi tiuj ideoj ekonomiaj.

Por klarigi la poi让ikan ekonomion, oni ofte havas kutimon repreni la historion de 
Robinsono. Kaj eĉ se la plejparto de ekonomiistoj mokas la metodon, kiun ili nomas la 
Robinsonado, sed ĉi tiuj certe ne estas maladmirindaj koncerne malkovron de speciala 

ago de tia kaj ĉi tia kaŭzo. La metodo anstataŭas por tiu de eksperimento^ kiu donis 
tiel mirindajn rezultatoj n en la sciencoj fizikaj aŭ naturaj, sed kiu ne povas doni en la 
sciencoj sociaj・ Kaj ni praktikas eksperimenton ne realan, sed imagan. Ekzemple, ni 
prenas unu homon, ni metas lin sola en insulon, kaj ni rigardas kiel li fartos.

Sed, koncernante retroaktivi al unuaj ideoj ekonomiaj, la insulo de Robinsono ne 
instruas al ni multe, ĉar Robinsono neniel estis prim让iyulo. Li alportis en la insulon 
siajn tutajn konojn akiritajn, verajn riĉaĵojn intelektajn, kaj plue multe da riĉaĵoj 
materiaj kiujn li estis savinta el ŝiprompiĝo. Eĉ se li estas ekster la tutaj komuni
kadoj kun la estanteco, li ne perdis tiujn kun la estinteco.

Povas esti ke la infanoj —la infanetoj — instruas nin pli bone. La infana psikologio 
povus esti ekstreme utila por klarigi certajn fenomenojn ekonomiajn, kaj mi kredas ke 
oni havis la eraron neglekti la studon je ĉi tiu vidpunkto. Ssd ankaŭ la infaneto estas 

sub kondiĉoj same artifikaj, tamen je inversa direkto, kiel tiuj de Robinsono, ĉar inverse 
de Robinsono, ĝi ricevis ĉion kaj kiel interŝanĝon donas nenion alian ol sian rideton aŭ 
siajn kisojn, kiuj, ekonomie dirate, estas nesufiĉaj. Ĝi estas parazito, tamen aminda^ 

se vi volas diri.

Serĉu alie plu : troviĝas la animaloj・ Estas ĉe ili ke ni trovas unuajn agojn karak
terizajn de la vivo ekonomia kaj eĉ certajn leĝojn ekonomiajn kiuj regas la homojn, ĉar 
la politika ekonomio estas certe unu el Ĉapitroj de la historio natura; tiu de ie genro 

Homo.
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Unuaj bezonoj
(El la Sama Ĉafntro)

Ni trovas bezonojn ĉe Ia tutaj animaloj: nu, ĉi tie jen estas ekirpunkto de la tuta 
politika ekonomio. Ĉe la animaloj ĉi tiuj bezonoj ne estas tre multenombraj, ili redukt

igas eĉ al du: bezono de alimento kiu tenas preskaŭ unikan lokon en ilia vivo, kaj 
ankaŭ bezono de loĝejo kiu ne devas esti forgesata. Jesuo mem diris:la vulpoj havas 
kavojn kaj la birdoj nestoj n. Efektive ne troviĝas animalo, kiu ne havas domon, kiel 
ajn modesta tiu ĉi estus, sed kiu respondas al ĝiaj bezonoj.

Kaj ni ne estu fieraj, ĉar ĉi tiuj samaj bezonoj tenas la plej grandan lokon ankaŭ 
en la homa vivo. Se vi prenas budĝetojn de familioj laboristaj, vi konstatos ke la 
alimento reprezentas preskaŭ du trionojn de Ia budĝeto — de 60 ĝis 65% koncerne de 
familio pli malpli riĉa. La loĝejo absorbis ĵus antaŭe 15 ĝis 1C% (kaj morgaŭ kiom 
p!u) de la budĝeto de Y familio laborista, sekve la du bezonoj sume reprezentas 80%, 
aŭ eble 90% de la budĝeto de 1.klasoj laboristaj. Kio restas ĉe ili por la tutaj aliaj 
bezonoj kiuj levas la homon super la animalon ?

Nature, ĉe V animaloj, bezono de vesto ne ekzistas. Ili ne bezonas, Ĉar la naturo 
provizis al ili kaj nestis ili eĉ tiel pompe ke ni, la homoj mem (kaj precipe la virinoj) 
vivas per forĵetitaĵoj de la mondo animala, per ilia pelto, per ilia lano, per ilia felto, 
per iliaj plumoj kaj per iliaj malnovaj dentoj (kiujn ni nomas eburo), fine per ĉio, kion 
ili portis dum sia vivo.

Sad ŝajnas al ni, kiam ni rigardas detale, ke jam troviĝas, ĉe la animaloj, certaj 
bezonoj estetikaj, ĉar ekzistas certaj specoj kiuj ŝatas brilantaj n objektojn. En Azio 
troviĝas perdriko kiu dekoracias siajn apartamentojn pendigante sur arboj kiuj ĝin 
ĉirkaŭas, vitraĵcjn kiujn ĝi povas trovi. Kaj estas tre rimarkinde ke ĉi tiu bezono 
de V ornamo, kiu gajnus veni nur je la lasta temo de 1'evoluado, aperas en la historio 
de P speco homa tuj post la alimento kaj la loĝejo, kaj antaŭ ol la vesto, ĉar la 
sovaĝuloj sin okupas ornamiĝi antaŭ ol pensi veston kaj oni povas eĉ diri ke ili vestas 
sin nur por „ fariĝi belaj/1 Poeto, Th6ophile Gautier (elparolu: teofil gotie) tion jam 
antaŭe observis: " Neniu hundo havis la ideon meti al si oreloringcjn, sed papuoj 
(nomo de negroj oceanaj 一la tradukinto) stultaj, kiuj manĝas argilon tervermojn, sin 
ornamas per konkoj/4

Tiaj estas bezonoj de la animaloj; kiel ajn ili sufiĉas plenigi ilian vivon, ili estas tre 
reduk! 让aj・ Ĉu ni devas eltiri instruaĵon por ni kaj diri ke ankaŭ la homoj devas 

redukti siajn bezonojn al minimumo ? Tio ĉi estas subjekto de meditado kiu multe 
transpasas la limojn de ĉi tiu verketo・ しimigu nin nur gardi nin kontraŭ unu erar- 
koncepto. Certe. „la simpla vivo “ estas ne nur idealo morala, sed ankaŭ, tute speciale 
nuntempe； ekonomia devo imperativa. Sed gardu vin por ne vidi en ĉi tiu rekomendo

(daŭrigata al p. 244)
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エスペラント特派使節の來朝

我國エス界へエスペラント特派大使と 

定。我國各地エス講演行脚の企て。滯

★エス特派使節の使命を全からしむるた

世界エス文壇の雄を網羅する“Literatura Mondo"誌では旣に近年歐洲 

各地にエス講演のため特派使節を派遣しエス宣偉匕多大の成功を收めっゝあ

ったが今囘エス述動上異常の躍進をみつつある東亞の盟主孤島日本に今囘特 

派使節として展近AELA第四囘配本“La Sorĉistino el Kastilio Mの譯者

として一•躍エス文壇にその譯筆の 妙をうたはれつつある Izrael Lejzero-

wicz氏を派遣し各地にてエス語講演行脚を計畫し旣に數月前當日本エスペラ 
ント學會に對し行唧旅程の確立その他諸般の準備を依賴されてき仁が當會で 

は當會の都合もありもう少し來朝時期を延期されてはと申送った所先方にて 

も都合上どうしても遷延をゆるさすとの事にて愈々來る九月上旬Budapest
出發シベリヤ鐵道にて一路□本に鹿島立の快報を齎して來た。

この吉報!空前の快舉!を前にして我々一同欣喜雀躍手のまひ足のふむ所 

をしらざると共に棚束□本のサミデアーノに全幅の信賴をおき詳細のプラー 

ノはあげて當方へゆだね心安らかに來朝せんとするL. M.特派使節を迎へる 

我國エスペランチストイはこの使節講演行脚の企てをして最大の收護を得し 

めんがため將又これを機緣として我國エス界の一大躍進を所期し仁いと思ふ。 

ついては地力會各位の御援助を御願ひしたい。先年ICKの持派使節として 

Scherer氏來朝の節は地方會各位の御盡力によリ當學會にてplanoをたてて 

大成功を收めました。が今囘も前囘に比しておとらぬ成功を收めたいと思ひ 

ます。今囘は前囘とちがひ滯在日數も多く且日本のみへ特使であるのですか 

ら一膚御盡力を抡願ひ申I:げ仁い次第です。

へSS5地方會各位へお願ひ

上述の如くこの溝演厅脚は當學含として咗期を明年にのばされたも樣申おくった返事 

に對して十日程前L. M.誌の都台上延期不可能故十分の助力をこひたき旨巾こされた 

ものにて先方は大體九月上旬出發の豫定のため到底當方との間に詳細の打合せをなす暇 

もなく來朝される事になりました。そのためこの件に關し地方窃各位へ御紹介申上げー 

應御協議顔ふことが不可能でありましたことを惡しからず御了承願ひます。

併し折角先方が乘氣にて我國エス運動の刺戟のため且又歐亞エス運動の緊密な提携の 

前哨戰として巫大使命をおびて來期されるしit. blondo誌の企をして有終の美をおさめ 

しめん爲-方會各位の御世話を願ひく存じます。何分當學會として各地講演お脚を主催 

するだけの綁濟的餘裕無之各地講演その他について地方符各位の獻身的御助力によって 

のみこの大きな計議が完成されるものでございますから各位におかさせられましてもこ
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Literatura Mondo誌より牛寺に日本へ

してしM•誌からしejzerowicz氏を派遣確 

在期間來る九月下旬より約三ケ月間。

め地方會各位の街援助简助力を切望す★

の點十分御諒承の上何卒しかるべく御援助を懇願致す次第でございます。

拥それにつづいて次の事をおふくみ下さい。

89 Lejzerowicz氏エス講演行脚 哪

】.旅程は當學估で大體のplanoをたてL氏着京次第同氏と懇談の上確定します。

2-旅程は大體東京を振出に全國を順序よく 一巡する樣編诚します〇

3・ ついてはL氏を御招待下さる御意志のある地力會は至急御相談の上九月十□迄 

•に當學會へ御巾川下さい。

講演は前々便ではハンガリー紹介その他の樣でしたが詳細不明ですが先方より通知次 

笫速報致します多分地方會のこのみによって何でも口山にやリうる事と思ひます。（L 
氏は仲々辯舌家との事ですから）。但しなるべく宣傅効果ある樣にしたいと思ひます。

但しし氏の講演Q費用については

cい 講演會開储の一切の費用を地方會で御負擔下さる事。（但し講演會入場料徴集は 

御附意です。）

（b）各地滞在中の宿泊費の一切は同地地方會で御負擔下さる序。

（この點について空學會からも十分先方へ交涉しました 先方も大名族行でないもの 

故チツ】、モ宿舍に苦情はいはぬ。できるだけ地方會の負擔を少くする意味でsamideano 
の個人の宅に厄介になりたしとの申HIです。食事その他も□本食その他何にても差支へ 

なしと巾されてゐます。Fedo伽k氏その他の時と同様にて結梅と思ひます。）

以上の外には一切講演謝禮その他の費川不要です。つまŬ議潢會場費と宿舍の御心配 

をしていただけばよいのですc

4・ 旅程は東京から東北:九月下旬）へまはり北海道:十月中旬 北陸中部〔北）近議 北） 

（十一月上旬）山陰九州 十一月中旬）四國山陽（一月下旬）近畿 南"十二月上旬）中部 

（南 より束京への順路によるものがよいと考へてゐます。西洋人はII本人よりも寒がり 

故寒くならぬ中に東北北海道北陸をまはり冬になって九州その他南方をまはり京都大會 

•には丁度京都に滯在し得る樣工夫したいと考へてゐます。

猶汽車賃節約のためなるべく順路によりvoj吨phmoをたてたく思ひます。御招持下 

さる地力會の御申出によりこちらで大體の道順を選定します。猶地方により多少の都合 

もありませうから、どうしてもさけなければならぬ打哇〔神社お祭とか祝賀會その他の 

催.ある時は人心うきたちて講演會尊はうまくゆかず）を特にC9月下旬上り!2月下旬 

迄の間にて）御書そへ下されればそれをさけてplanoをたてます。

〇.招待御申出地方倉へは樣子判り次第何囘も速報致します〇

財團法人日本エスペラント學會
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海外

[•“■匚

エス語を必修第一外 語にせよこ阪

報道
英國の知名學者敎育家の檄文

來年の萬國大會（2g囘）は

ストックホルム市で

今年の大會はHitlerismoの 

風燧下にKon （Knlonjn）で 

ひbかれたが參加申込者はハ 

わ"餘名であったとついろんな 

デマがとんだので（ナチスの 

外人壓迫）少し敬遠されたら 

しい。日本人では井上萬壽藏 

氏〔學會理事］河田三沽氏『工 

スペラント』誌九リ號參照が 

出席された樣である。（まだ 

外にあるかもしれぬが）。群 

細は次號に、

來年の人會は瑞典の首都ス 

トックホルムでひらく 〇同地 

の同志は旣に大活躍を開始し 

た。

ス市では今夏8丿J 5 —10 H 
第12囘SAT大會があり。 

500-600名の參加巾込者があ 

った由。

最近英國の下記知名の敎厅w 
關係大家がエス話を學校の正 

規の課程に採用する樣にとの 

檄文を發表して世人の注目を 

ひいた。

そのmanifestoは初めにい 

ろいろエス語の現代學術上に 

活用されてゐることについて 

說きその次に次の樣にのべて 

ゐる。

「……下名等はエス語が世界 

各Rの學校に托いて母語にっ 

いで最初に課せらるべき言語 

として採川さるることを慫懣 

する。一般的動機のみならず 

次の如き特別の理由によりて

1.エス語の實用的知識は 

他の'文法慣川句發音難溢な 

る）國語の學習に對して要す 

る時間に比較して著しく短期 

間に修得され得るものなる故 

普通の外阈語を分に利川し 

得る程度に修得する能力及び 

時間のなき學繼にとっても工 

ス語の學習の有益有利なるこ 

と。

2・エス語は誌學的能力を 

試驗し得る粘杲他の言誌學習 

を始めしむる事の出來る學-豪 

を選擇するに際し敎伽をして 

一層容易にその選定をなさし 

むることを得、,

3. エス語の論理的文法及 

びその表現の仕方の明確にし 

て吐かの疑點なき事實は語彙 

の使用の正確さを増大し得る 

こと。

4. エス語の知識は他訂諸 

の舉習を刺戟するのみならず 

世界文明乙各地における他R 
民の化活について通信交換に 

より獲たる興味を含めて地理 

の一府有効なる硏學をもたら 

すものであること。

5. 原作及び飜譯エス文學 

の絕えざる發展は旣に斯語自

印度支那における 

エス運動

ノ、ノイ（河內）に於て昨年 

9刀13ロ第一囘エス講習が開 

催された。220名程出席者あ 

リ 〇 Tonkini Esp.-grupo の會 

長しan氏が話しSallcsが 

provlecion＞をなし1C0名の 

參加者を得た。そしてA:esto 
de lernadoの審査試驗が12月 

18口に催された。47名中4J名 

合格。

第二囘講習は本年1月3日 

から開催。

第三囘講習はGuerineau氏 

指導4月4日開講,50名參加。

初等講習合格者は土曜專攻 

科に參加r • .

Guerineau氏の努力により 

エス逵動は次第に發展しっゝ

あり 〇 Tonkina Eep-grupo は 

S0名程の會員をもってゐる。

東印度中央エス機關

東印度では之迄熱心な同志 

がゐても時々轉任尊のためま 

かれた極子が實を結ばぬ事が 

多かったのを遺憾とし今度は 

もっと徹底的に組織だった述 

動をおこすためOrienthinduja 
Centra Esperanto-Organizo を 

組織し。

1・一般直傅と勸誘

2. エス書籍のbtokojに 

ついて努力

3. 其他公の試驗等につい 

ての努力

等を目標として組織された。

今「I迄之に加入したものパ 

タビヤに55名他の西部ジャ 

パで7名中部ジャパ15名、東 

部ジャパ总名、スマトラに 

5名、ボルネオに5名.セレ 

ベスに5名で間もなくボルネ 

才に150名シンガボール、 

Ipoh等にも加入者を得る見 

込。

OCEOの發超人はBorneo 
の D. M. Fot 氏、Batav:〇 の 

ヽV・ Iken 氏、GII de Ueer 
氏、F・、V・Buenting氏、 

Klaten の K. Wirjosakson 氏 

である。この東印度諸島にお 

けるエス連動の發展をのぞ 

む〇

巴里モンマルトルで 

エス講習

巴里では先般のFoiroを利 

用してエス宣傳をやったお蔭 

で6刀7日から新しくモンマ 

ルトル區で同地の "Bolanta
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身の學習を合理化すること。

下名等はエス語を公式の學 

課課目としてエス話を採用す 

ること及び世界各地の學校に 

斯語の使用を慫懣するために 

なされつつある努力に對し衷 

心より助力を表明するもので 

ある〇

T. Grahame Bailey, M・ A., B.
D.,  D. Litt., Reader in Urda 
and Ilindustani, University 
of Lennon.

T. C. Baillie, M. A., II Se., 
Principal, West liam Muni- 
Cipal College.

W. E Collinson, ]\I. A., Ph. 
D., Profe sorof German, and 
Buchanan, Lecturer in Esp., 
Univergity of Liverpool.

Chas. W. Cowen, M. A., Presi- 
dent, Natiomil Union of 
Teachers,1929.

C. B. Fawcett, B. Litt., D. 
Se., IVof of Economie & 
Region al Geograpĥy, U mv・ 
of London.

1.J. Findlay, A., Ph. D., 
Ed., Ilono rary Prof. of

Kaldrono n令主催の講習が 

ひらかれ有名なT. Morariti 
氏が之のgvidoにあたってゐ 

るc初のprovlecionoは滿場 

立錐の餘地なき盛況その後大 

骼5J名の參加者あり〇花の 
都の歡樂境でこの暑さに「た 

ぎる釜」會主催のエス講習に 

參加する人もあるとは感心な 

IのC
猶5乃28『[には同市の女子 

高悸商業學校の50名の學生 
に對し（T・Morariti氏指導 
の下にエス講習に參加したお 

孃さんたち）巴里エス會の 
Bastien將軍及、Vernier氏の 

エス試驗が好成績で行れた〇

エス語卜 キーイヒの魁

Ce-1 nstituto の本山 Amhem 
のEsperanto-Domoでは最近 

郵便從業員のため國際エス講 
習を例のĈe-uietodoで開催

Education, ITniv・ oi Man・ 
chestcr.

Alessandra Fisher, M. A., D. 
Litt.f Head iu ist n?佩 Giris' 
Countv School, Bishop 
AucklancL

J. C. Flugel,B A., D. Se., 
Assistant Prof. in the Dept. 
of Psychology, Univcrsity 
College, London・

S. Margery Fry, M. A., LI.
Dリ しute Principal of Sonier・ 
ville College, 〇xford.

G. P. Googh, M. A., D. Litt., 
Fellow of the Britisĥ 
Acadcmv.

G. H. Green, M. A., Ph. D., 
Lec*urer  in Education, 
University College of 
Walest Aberystwyih.

T. Gwynn Jones, M. A.t Prof 
of Welsh^ Literature, Univ. 
College of Wales, Aberyst- 
wyth.

N. B. Jopson, M. Aリ Reader 
in Comparative Slavonic 
Philology, Kingも College, 
London.

してゐたが去る6月22日に 

u fihn-ĵurnaloj nの世界的供 

給の映畫會就として有名な才 
ランダの!Jolygoon社から出 

張して同會館と講習の樣子を 

トーキーに撮彩したそうであ 
る。勿論A. Ce氏の講现ぶり 

も映齋化されたものでĈe氏 

のdemandoに 對す るkursanoj 
の ĥora respondo が film イ匕 

したのだからエス宣俺をかね 
てĈe-Institutoの宣傳効呆 

100%といったもの。とにか 

く絡構な出來事である。

隣國の同志を援けよ!

上海エス協廊(Ŝanĥaja 
Esperanto-Asocio, 1\ 〇. Box 
1332, Shanghai)---- 創立以來

25週年をむかへた同協會は先 

年の上海事變に際し戰禍をう 

けこれ迄所持したエス文献を 

全部燒失したとの事。隣阈工

C. W. Kimmins, M. A., D. Se., 
Late C hief i nspector, Edu・ 
“tion Dept., L. C. C.(1904- 
23)

John A. Peart, M. Aリ Direc- 
tor of Educa廿on, City of 
AVinchester.

Emily Phipps, B. A., Barrister- 
at-Law, Late Ileadmi^trefs^ 
Municipal S?condary Giri" 
Se iOol, Swansea. ' Late 
Edi.or of „ The Woman 
Teacher.u

W. Ramsden, D. M., Fei】〇、v 
of Premboke College, 〇x- 
ford. Emeri us P.ofessor of 
B'o-Chemistry. Univ. of 
Liverpool.

Nowel! Smith, M・ A., For- 
merly Ileadmastcr of Sher- 
borne.

〇. A. Sutherland,ゝI. A., 
Principal of Dalton Hall, 
Univ. of Munch^ter.

J. R. R. Tolkien,ゝ］.A., 
Rawlinson & Bosworth 
Professor of Anglo-Saion, 
Uuiv. of Oxford・

(少し場所ふさぎだのたが知 

名の士の名は宣傅上有効故揶 

入。御利川を乞) 

ス運動の援助は我々同志の義 

務である。同協會では各阈同 

志の援助により失はれた 
B.bliotekoの再建を企ててを 

られるrエス書籍何によらず 

同協會宛寄贈されたい。

uifiHiiiMin;急 吿 inninimii

ラムステット博士還曆紐念

先年駐日フィンランド公使 
として來朝せられ我エス運動 

に力を镒されたラムステット 
博士、ヘルシンキ大學敎授が 

10 ）\ 22日還曆を迎へらるĥ 
につき日本同志のよせ書をお 

くってほしいとの事を同國同 

志から石黑氏へ巾越されたそ 

うですから學會で取まとめお 

＜りますから。
橫:25センチ縱19センチ 

の紙によせがき署名したもの 

を地方會から當學會宛來る九 

月十五日迄に御送附下さい。
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內地 報
「片 7月15日一8月20ロ迄に到着の分。報道は日本文で。 
迴 迅速にハガキへ。窮眞臺紙無きもの。返戾せず。

第21回

1111111113本エスペラント大會1111陛 
=程 亘
三第1日11月3日（明治節） M

M , 京都市公會堂M

M 開會式一協議會ーー M

M JEI總會ーー公開講演會 M
g 第2B11月4日土曜）同上三 

三 分科會---- Universitato 三

壬 ——雄辯犬會 M

M 第3日11月5日（日曜）龜岡M 

全’閉會式 J

三 EPA創立10周年紀念會一Pikniko三

M ★來月號に詳細發.表。それ迄に御照M 

M會の向は下記宛に。
B
g

E 大會準備委員會
訓111111111皿I京都市鹿ケ谷樱谷町•近藤方一

人吉エス會から玉垣奉納
熊本縣人吉エス曹では先頃鄕社靑井神朮!: 

（建物樓阿金部國寶；の玉垣建設の企あるによ 

リ同會の名を以て之が奉納をなすことになっ 

た。之によってエス語の名が玉坦と共に永久 

に傳はる茅となり普及宣傳上にも一新機軸を 

出した。次の超诡は7丿J 2日紀念のためその 

玉垣の前でとったものC

「左より哼野令、淵m史象ゝ土屋喜與次、 
勝枝景愼、勝枝利潤、早川淸.栗崎光巧 

-の諸氏。

猶今囘人吉エス會貝土屋喜與次氏は束京丸 

之內帝國生命館球磨川電氣株式會社束京出張

所に榮轉される申になったので〇月23日送別 

會を開いた。會する者十數名の盛會。翌野氏 

病氣で缺席の爲salutoは土肥氏代讀勝枝氏 

之を通譯した。

岸和田のエス展覽會大成功

最近北九州から岸和田市へ輙住された中西 

義雄氏は熱心な古い同志として九州エス聯盟 

の邓;鎭でちったが今囘轉住と共にこの地エス 

會のそだての親でわる米田徳次班氏（大阪の 

古い熱心な同志ノと提携され人活躍を開始さ 

れたが去る7月12口から16 口迄五!;|間「第 

ー囘國瘵齬エス展覽角」を開催され大成功を 

收められた。會場は同市堺町の高島屋で天井 

にエス旗を交叉しエスレコード等をかけて注 

目をひいた〇

・前列右よりゝ四人目より食授中西義雄! 
氏名譽會長米山德次郎氏、同米m令夫人。」

大きなポスターを各地にはリ乂高島屋の新 

闖折込廣吿にも書きこんでもらったので多夫2 
の反響をよんだ。出品物は畫箱參考資料尊五 

百數點。エノ、ガキ紙幣ポスター等の外國同志 

よリ手に入れたものをも展覽した。

カナ速記學會ビエス語
京都市の岩村式カナ遠記學會にて七月より 

折柄同學窃に速記硏究の爲來られた南晶世氏 

の指導により冃丁引績いてエス語硏究中。每 

□速記練習終了後、午前】時）一時間宛。會長 

秦;・村學氏を始めとして全速記硏究生一同熱心 

に硏究"速記とエス語の固き握乎。講習はハ 

月中繼續。

希望社ピエス運動

從來希望社から出してゐたエス雜誌,'Espe» 
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ranto-Kiboŝa nは『希望社』の解消と共に同 

社と唇齒輔車の關係⑺にある『興國同志會』 

から出版されてゐたがこの七月號からは同會 

の手を離れ主として田代见二氏が引うけて編 

輯その他をなされることになった由。發行は 

『エス日本社』にてなし雜誌名をu Esperanto 
ca Japanujonと變更の由、勿論希望社とし 

てのエス運動はすっかり消诫したわけだがそ 

のあとは田代氏等の努力により繼績される爭 

になったのは結構なことである。

獨逸汽船Goslar號に於ける

私共の古い文通者であるB rlinのF-ino 
A. Koszowski より弟 Walter Koszowski が 

Goslar號で神戶に入港するから是非迎えて 

哭れとのlete】〇が來たので七月世II同志Itoi 
氏と共に神戶第一突堤に行く。エス語の旗を 

洋傘につけて吾々をすぐに見出すようにした 

所・効果10C%多くの人逹の間ですぐに見出 

す事に成功した。S-ro Salterはエス語は餘 

り知らず、爲めに吾々は獨逸語.英;^ （吾々 

の英語や獨逸語は物賣の支那人の傍にもよら 

ぬが）を用ひ、それにエス語も混ぜて話をし 

た。然しWalter氏は私にしみじみと云って 

わた。『異鄕に來て友逹を見出す程うれしい事 

はない。これから友達にも勸めて大いにエス 

語をやると。』と云いながら私共にDas leichte 
Esperantoとエス語辭典を示した。

（K. Kanĵa kaj Itoi 氏報）

國各地報道題

【横濟】★橫濱エス協題——伊勢佐木町有 

隣堂階上で每ホ曜日夜行はれる協會定例角 

Verda Jup teroは每囘好成績を收めて行くが 

7月ヨ日には城戶崎益敏氏の御來訪をうけ種 

々敎へられる所が多かった。猶當協會へ加入 

されたき方は事務所神奈川區平川町83保坂 

成之方本會宛御報下さい。

★女子グルーボ誕生——5 n 6日初等那誓に 

引續き行れた丫、、'CA女子屮等講習は7丿ロ4 
日終講者5名を出して目出度く終了。迫而仏 

H同所にaparta kunsidoを開催しY\VCA 
中心のvirina gnipoを創設する〇現在の會 

員數は8名である。猶女子グルーポは22 || 
YWCAにtekunsidoを開催し講包に盡力し 

たYWCA-anojの勞をねぎらひ併せてgrupo 
の運動方針につき懇談、次の事を決定。硏究 

會=毎火曜〔第一日躍庖後の火囁を除く）。ヽ 

ヽ、'CAにて185—20時’會話會=第一日曜矢 

住氏宅にて135—1:時まで。役員=矢住みき 

の（指導）・坂本忠子（會計.通信〕、安部美枝 

子記錄）。事務所=神奈川區平沼町4のlbi 
矢住みきの氏方。協會佐久間謙二氏報）

【仙臺】仙密エスペラント會S月川、日 

進堂で、匝夏の夜の猛:»を集った同志は5人. 

他のふるはなくなった會の音ひわけと同じだ 

が、だんだんもりかえして行こう。當口の出 

席者德永.庄司.高橋、营原.ftllo・9月 

例會豫吿=1日及び口び時から、新傅馬町口 

進堂喫茶部で、ザメンホフ讀本輪讚、（會場變 

更やるやもしれず・出席希望者は事務所まで 

問合を乞人

【盛岡】 盛岡エス・ロ ＞ドー學會會員及 

び『エスペラント』誌讀者九名にて新しく盛 

岡エス•ロンドを設立。每水!®夜、市内內丸 

井川醫院內にて硏究會開催中。近い中に講習 

會再會の豫定。

【秋田】★横手エス・クルJボ——今度內 

容一新のため會合を開き去る4月葛日會則制 

定。4月30ロ來每遍土曜日東海林源吉氏と小 

生と講師として會員U名に對し購習数して 

をります。最初は笹察から取調等あり困った 

が今はスッカリ了解された樣である。（引'福 

愼藏氏報）

【北海道】夏期エスペラント學校一前々 

號報道のエス普及會北海本部主催の上記學校 

は8月8 nの通知によれば旣に2C名の參加 

审込者あリ。講師としてはヨセフマヨール 

（エス語史とエス話運動）、渡邊隆志 話法）、 

中村久雄（譯讀）、上野隆司 作文）、增H1亮平 

（會話）大瀧悅子松浦保子（特別講座）の諸氏。

【小梅】 山部に於けるEisperanta Hejmo 
に參加の锅め.來道のヨセフマヨール氏は水 

害にて線路不通の爲め、小樽に下車c小梅の 

サアミデアーノイは茶房ブラック・アイに歡 

迎會を催はす。會する者約2°名。尙'當夜の 

珍客は普及會め中村氏の勸めにより、再び工 

スベラントの學習を始められた小梅高等商業 

のロシャ詔敎肺スミルニッキー氏であった。 

そしてRiJo, Ŝercoがテーブルを越えてハン 

ガリー人から白系露人へ、ロシャ人から、日 

本人へと、近來にない樂しい會合であった。

（小樽エス俱樂部報）

★帶廣エス會のKC田三馬氏は外國人とエス語 

によって交換した雜誌、案內記等をS月12, 
兩日十勝每日新聞後援の下に藤丸デパート 

で個人展を開催したと。（十勝每口新聞記事 

による〉。（寫眞次號揭載）
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先般修學旅厅の途次各地エス會を歷 

訪した苫小牧工業學校の同志

【富山】 去る四月展覽诃以來甚だしく】"卜 

viglaだった签山エス會ではハ月一日晚宮市 

大丸食堂別室に於て富山ニス會强化座談會を 

開き下記の如く決定して.今後の更生强化を 

誓ひ・機關誌せRONOも近かく復活.各方 

而にヾigみな活動を開始して、inembroj獲 

得に力める事になった。♦會話社交僉:宮市 

大丸食堂別室、•每月1,15日晚七時より。每 

囘當番幹事を定め.當番幹事は球めtemoを 

川意し、之がPaloradetoを中心として、司會 

す。會費月領切錢〇 ♦硏究會:每遍火、金 

曜日、午後8時より、於市內ハ人町魚行方。 

當分プリントにより駒見文吉氏指涼c令事務 

所變更:猶會事務所は下記に變更せり。富山 

市今木町56余川久雄方。（富山エス會報）

【金澤］★金澤エス倉一初等講習=8月 

10【I上り!〇 口間每口午後7時一9時。講帥 

瀨川巫禮・淸水順吉、用書小坂氏講習用書、 

會場縣立圖書館後援石川縣圖書餡協會、會費 

1用書共）。講習成績は次號にて報吿す。 

❺硏究例會=咋秋以來休會のところ今囘特に 

縣立圖書館々長中田邦造氏の了解を得て同館 

にて9月より每週1囘開くことになった。 

★金澤籌一中學校エス部ーー多年幾多の最も 

良き同志を送り出した本校では熱とねばりあ 

る同志の本校敎喩內田雄太郎氏去られし後も 

同氏の開拓せる本校エス部では現在なほ五年 

生關畀君外30名の部員が四高生瓜生君（本校 

出身）指導の下に毎週2囘不斷の硏究を續け 

ている。東大生淸水氏（本校出身）の虽休歸省 

を利用して來學期早々「カルロ」の指導を受 

けるはず。因に校友會エス部費を以てEsp- 
iemantoを創刊號より購讀している。通信は 

金澤市縣立金澤第一中學校々友會エス部宛の 

こと。部長山本協一敎譲。（桝野助次郎氏報）

【長野】★松代商業學校におけるエス初等

講習令——5月30 □より'週間每II15-16時。 

忏校圖書室にて、講師栗林亨氏c用書「初尊 

講座」、受講者生徒^名外は先生方。（この報 

道他の調査關係のものと同封のため遲くなり 

相すみません——編輯部）。 .

★松本エスベラント會--- Parola Metodoの

人家安井義雄氏がこられ本角の講習をgvidi 
された。講習は異常の成功裡に終了した。自 

分はPar. Metodoには初め疑問をもってゐ 

たが安井氏の巧妙な指璋法によって會貝一同 

實に愉快に學んだ。自分は1〇囘以上も講習 

をgvidiしたが今囘程輝かしい成功を收めた 

ことは始めてである〇〔尺津德三郞氏報）

【京都】 京都エス聯盟 一6乃、7月・S月 

坊日夜スター食堂にて例會開催。每囘paro
ladoj, kantadoj等ありて興趣盡きずc 09月 

例仔徐報——15 口夜7時よりスター仓堂出町 

支店にて開催。數氏の硏究發表・新刊批評等 

ある筈。在京同志の出席を期待す。

★平安エス會——寺町夷川上ルカニャ書店內 

に甸:土曜夜8時より硏究角を開く。面白き敎 

材每週配布。有志の參會を歡迎すc 

★大會委員會ーー1〇月下旬;都市へ行幸あら 

せらるべきにより、緊急協議の上大會目程を 

變更に決定（別項參照）。諸準備着々と進行・。

（平安エス會栽） 

★前號一部旣報の如く京都沖大工乂會を中心 

とする,,Verda Kankro 會は Somera Hejmo 
を天の橋立傘松下日の丸旅館に開催、ヨゼフ・ 

マヨル、服部享.川村信一郎.央戶セーの四 

名參加、七月二十日よりハ月三IIまでnaĝ-, 
ekskurs-, leg-, verk, poezifabrik-, diskut・ kaj 
babiladoj 等の ほか、新刊，，1 山 Sorĉistino 
el Kastilio uの共同批判をやった、偶々隣室 

にはeksgermanino S ino A. M.の滞在する 

あり、internacii! atmosfero のうちに愉快な 

二週間を終へ今後の力をそなへた。

【繼岡】エス普及套本部——夏季特別講習 

會を常時溝習所及び天恩鄕保育園にて開催。 

每I!四時間或は六時間.初等科、屮等科にわ 

けて擧行、短期間にて終結す。講帥中村、鈴 

木・桂の諸氏。・天恩鄕內長期講習今開催、 

講習だ全部で廿名。講習生初等科、祈氏、中 

奪科上村氏。・七月四!Iより十□間三重縣下 

四□彷にて購習會開催。會場は皇道大本四日 

市支部、講師は普及臼本部祈幸守氏。受講者 

多數にして皆熱心なり。♦七月十五日より桑 

名にて講習角開催。講師は四「【市の講習を了 

へた。祈氏、主催拎は皇道大本桑名分院。受 

諦者十名、皆熟心なり。



雜誌週間を

エスペラント宣傳に利用

一一同志諸氏の御協力を乞ふ一

エスペラントを宣傳するためには，わ 

れわれが，できるだけ多數の機會を冇効 

に利用する必要のあることは，いふまで 

もございませんcこの意味で,本會では, 

この九川こ,日木雜誌協會が，雜誌普及 

のために,大々的に擧行する「雜誌週間」 

を積極的に利用し，エスペラントの宣傳 

に期期的効杲を收めたいと思ひます。し 

かし,それによって，十分に良好な成績 

を擧げるには，同志諸氏の熱烈な御協力 

に俟たなければなりません。

「雜誌遞問」は,我が國晨初の試みで, 

九月一匕日力••ら二十日ま•で三遞悶］,日本雜 

誌協會に加盟の,各種雜誌發行所,取次 

店,及び全國各地の書店が一嗷して,各 

階級の人々に呼びかける企てです。從っ 

て,いづれも,新領域の開拓に全力を注 

力1うと祕策を凝らしてゐます。

本誌の姉妹誌「エスペラント」は,エ 

スペラントの街頭進出を目標に，掾得を 

匪外視し，財政的に危險の多い書店費り 

を開始したのですが,幸ひ,本會會員そ 

の他多數の同志諸氏の精力的御支持によ 

り,豫期以上の好成績を擧げ,一般大衆 

にエスペラントの存在を印象づけるとい 

ふ，第•の冃的をも逹しつつあります。 

しかし，まだまだ，それは比較的といふ 

だけであって,滿足の域には，遙かに及 

びません。「エスペラント」誌の財政的基 

礎の碗實を期するためのみについて言っ 

;ても,最低，現在數iこ倍•する購攪者の險 

〔 得が必要ですc況んや,第・のII的を貰 

くためには,更に數倍の努力を必要とし 

ます。 •

そこで，幸ひ,周志諸氏の御賛同を得 

ますならば，この「雜誌週問」には，全日 

木エスペランチストの總動員により，「工 

スペラント」誌の讀空網を一擧に擴大し, 

それによって,まづ,全國の書店に,fi 
誌「エスペラント」を十分に印象づけ,ひ 

いて，その店頭を通じて,一城讀書大衆 

の注意を一層喚起するやうにしたいと存 

じます。

その目的で,本會では,同期間中店頭 

にある十月號には，挿約多數入りの,类 

しし、別册附錄「エスペラント，その槪婆 

及び學習法」をつけることにいたしまし 

た（定價は普通號どほり20錢•送料1錢）。

木會の意のあるところをお察しの上, 

本食會員諸氏は勿論.その他全國の同志 

吕者氏はどう力ゝ•ト分御援助くださいま・「よ 

うお願ひします。

就きましては,下記のうちいづれかの 

方法によって御助力くだされば,ありが 

たく存じます。勿論三方法全部お用ゐく 

ださ扌u汇 この上のよろこびはございま 

せん。

1. あなたの御友人にすすめて，「エス 

ペラント」の九,十月號を,店頭で買って 

いただいてください〇

2. あなた御自身で,店頭で,「エスペ 

ラント」をお求めください。二册以上,お 

買求めになって，御友人へもお贈りくだ 

されば,一層うれしく存じます。萬•,最 

寄りの書店に品切れ等のばあひは，取寄 

せるよう,おいひつけください。「エスベ 

ラント」は,東京堂，東海堂,北隆館，大 

東館の四大責捌店で取扱ってゐます。

3・ あなたの往!）友人のエスペランチス 

トの住所氏名を多數お知らせくださいま 

せ。木會から，見本誌と勸誘狀をお送り 

します。



256

us知山】 

5 ）］ 25日か 

らG月10日 

迄當地桐村 

好文堂店頭 

にてエス展 

覽會開催。 

この寫眞が 

・・・・・ ・・・> oei

道エス會（崑眞右がそれです。主催诵知山 

書店主。左村田氏）。

【大阪】★大阪Esp.會例會=每遍火曜 

大江ビルでZamenhofa Lego'ibro硏究ゝ第三 

火晦は特に會話會にあてTrapezoで。例會で 

は次の特別講演等があった。——7月11H
B. 〇, 7月號合評、伊藤幸十氏「心p・tondado 
の★畫」。7月18日會話會Temo M Mia mok- 
nomo.n 7月25 ［J「エスベラント」友の命、 

Nordolando歌練習、進藤靜太郎氏"Impresoj 
pri Universala Kongreso en Budapeŝto,n 自 

己紹介。8月1日黑崎誠氏"Pri presarto 
（fotografa litografo） （賓物で解說人辻3! 偷 

氏「Baghy の"Danĝera VojorJ0 8 月 8 H
R. 〇. 8月號合評、川村倍一郞氏“ Pri somera 
hejmo en Ainunohasidate." 8 月15 FI會話會、 

進遞氏 Pariza Kongreso の J（ ĥn Mcrchant 
の開會演誰朗讚c ・委員會=8 n 4 FI例會?8 
定其他協議。・六甲登山=7月16H同行7名 

山小屋にー泊〇 

■大阪Esp.會九月例會豫吿

每週火|®午後正7-9時 會費3錢）大江ビ 

ル（堂ビル横東入一丁）——第三火!®は特に會 

話會でTrapezo （平野町御堂筋）通常では 

Zamenhof讀本語法硏究の外次の如き特別豫 

定あリーー9丿J 5日=1く. 〇.合評。9月12日 

=總會委員半數改選。9月旧日=會話會.池 

川淸氏 u Eŭropano kaj japano/* 9 月16 日= 

黑山利弘氏 “Pri fervojvagono.n

★新星會一從來每週二囘木曜日の例會にZ 
讀なの輪講作文の練習、土曜【Iに會話會を熱 

心な同志に依って續けて來たが.7月から例 

命を土!®日に變更輪講.作文の練習を:署中期 

間一峙休み主として會話の練習に努めて居 

る。"7 H15ロ土曜日タ・神戶ブラジル、カ 

フェーに於て神戸エス協會主催同志歡迎會に 

招待され本會より7名出席、久振りに和やか 

な同志愛に滿ちた一夜を愉快に語り合った。

♦8月6日、日囁日正午より近郊の香爐園海 

水浴場暑い半口を水に戯れ唄に踊って遊ぶ. 

客加者7名ユ・9月の豫吿=下旬頃心齊橋明 

治製菓3階にて神戶、岸和田の同志を招き秋 

〇 Esp.の夕を開flH一般の多數の參加を歡迎 
亠〇 （記錄係濱本氏報）

【松山】★田代晃二氏初峯竇習行脚——7 
月）6 U 一 26日まで松山市講習生別名の徐 

想・7月28日一8月1ロ郡中町需習生2J名の 

豫想、8月:2日一6日北條町講習生〇名の玻 

想、7月28日一1Z日宇和島山講習生加名の 

豫想、8月1ト日一 20日川の石東洋紡績工場 

講習生100名の豫想、松山エスペラント命で 

統軼、今後大いに聯絡して伸びよく 〇

★松山エス會中等箫習一今迄の會話會の人 

々及び初等講習の人々を合して約 2名は、 

8月初より石黑氏の「基礎］を用い、村上氏 

指璋の下に會話、文法等の硏究に入る。Nov" 
batalantojが增すことを喜こびたい〇何れも. 

年末迄には自由に使える樣になりたいと熱心 

に努力中。每週火!®・金曜夜。

・伊豫富士の名ある桃の名所興居几に8月6 
日ビクニーコの豫定、和刪を借受け梅津寺海 

水浴場より綠星旗誇らかに乘り出す筈。參加 

者-0名〇 ・ 4
★向井書扈エスペラント部新設ーー松山エス 

會設立當初より我が運動に好意をもっていた 

港町向井書店は、講習の立看板申込受付等を 

引受けてくれ.更に村上、遠藤・丹下諸氏の 

協議の末、同我店エスペラント部を設け.書 

籍の取次等を一手に引受けてくれることにな 

った。同店諸氏の好意を謝す。

★國際語エス硏究所——音樂用語.地質學用 

語悸の調査硏究に努力中、各同志の硏究日に 

刀にがく、遠からず相當の進出を見るであら 

う。（以上松山の項全部吉山謙三氏;月下句報） 

【福岡】★福岡エス俱樂部——7月23日宮 

峪エス會の渡部毅氏來福、恰も同日宮崎より 

再び當市へ轉勤の堀內恭二氏も到着され、市 

內見物の後新三浦にて同志交歡の宴を催す。 

♦講習は引っじき每水!®”水上閣にて開催 

中・用書Ezopo.溝師堀內氏。

【福岡縣•肓都郡】シャコ•エス會ーハ 

ンガリャの同志Fedorĉak氏は去る7月26H 
午後來訪鮎川氏宅滯在同日夜某食堂にて會金 

彼氏特有な美聲で色々な歌を歌われ愉快裡に 

散會。お口杉下氏の案內で千佛鐘乳洞見物後 

杉下氏方に行き29ロ例會に出席して會員を 

喜ばせ离本氏の主催で杉本氏を入れ三人で询 

食一日單身賽もを見物、8 JJ 2 U次の記念爲 

眞撮彩3日又単身にて耶馬溪見物4日午後鲂 

川氏宅歸着5日午前門司に向って出發す。
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【寫眞說明】右より〔前列 '田屮颂道、 

Fedo ĉak.別府キリノ、鲂川常基、〔後 

列〕稗山好男.南德雄・猪本市郞■中村• 

義彥.杉下预の諸氏。

蠶科學ビエス語

★旣很『早稻田就氣工學轩雜誌』第昭卷第 

6號には离札大木兩氏の電氣工學英エス和 

術語集第三がでゝゐる。

★電氮雜誌『〇班ゝI』には旣に永く「各國語 

欄」にエス語記事がで、ゐる。エス語の稠は 

人髓小坂狷二氏が擔當されてゐる。第勢6號 

（8月）にはI關東防空演習乙燈火管制」の記 

事がでゝゐる。（記事はすべてomi編輯部 

の指定による）〇

★照明學命雜誌第17卷第6號「文献紹介一欄 

に束京電氣の黑澤氏の手によつてEugen 
Wŭsterの『屯氣工學における言語の國際標灌 

化C並に物理學の單位及び量に關する考察）』 

の譯文が揭載されてゐる。

88地方會機關誌・
★ La Lumturo （京都鐵道今）（14號）〇會報。 

-►Verda Aero （淺草エス會）4 號。Aer-gaja 
rondo （五十皿）、S-roエMajor （石黑喜）. 

Gardhundo k. lupo （中島、、Vivu pro amo 
（中村）、Atendu Momenton C丹羽］、Pri ne
ologismo （离部）、Utopio （石黑捷〕、hn b 
lito （鎌山）。

★Lu Verda Stelo（ミヤコ•エス會］7號。 

Senorda Skribaĵo, Lasta intervidiĝo （Aigaŭa） 
其他 c 8 號〇 Ĉio okaziis en la mondo その他 

の笑話の對譯詳註。附錄として點字のABC 
おリ。

★Intersteno 6號、松下氏譯'完;）。外速記文。 

★FFR （東京鐵道エスを九報吿のみ。

★Bulteno de N. E. S. C名古屋エス會〕〇 1:號。 

聯盟維持員會解散に就いて。エスとxートル 

法 、由比）。小學校での國際敎育とエス（松 

本）〇 ?lej Bona iropagado （竹中）〇

★ Intersteno （7號'怙Kunowski科學並に藝術 

としての短誉法序文 深井氏課）。"本語急速 

用速記・大場その他。

★La Norba kruco 渡邊氏個人誌）（5號）公 

式水理學1,修學旅行思出等。

★Semanto （5號丿（宮崎。醫學とエス（杉田九 

Arbaretoより〇語美香娛から（魯）。

★Verda Haveno Qb號 （横濱）。初等講習を 

終へて（吉田。再馬代名嗣Ŝについて 

（Tameie）其他 〇

★La Lumturo （15號）（京都鐵逍）會報。

★Nova Stelo （7 號）Ni utiligu nian bonan 
ŝancon! （Hainamoto）0 Fremdulo （Maki）〇 

Iluzioj por estonto （Takeuĉi） （8 號'）El verda 
tur〇. Esp-n al amaso.
★La Auroro （福岡）（2 號）Albinismo en 
Holoturioj （大岛博士 o所謂非常時の中立工 

ス團體の任務 淸原）。九州大會記等。

★La Verda Insulo C誉南）Cl號〇發刊祝辭 

（廣瀨、'恒慈）。類語（曄星）c英語とエスの問 

題 西村■新語熱に反し（巫栖）。單語時記 

法（仲々而口い試みなり）。會報にかへて（王 

雨鄕）。印刷鮮明優羌フ內容intenaである。 

★La Verda Studento （早大、¢號）〇國詰愛 

（勝俣敎授〕。何故エスは勝利か（吉井譯）山 

Mokrido al libeialist j （Nukainura）, Eltrovoj 
（Takagi）3エス運動分化論提唱（池川）。短誌 

七篇鄭）、辭書にない單語（神田丿其他。

★聯盟通信〇9號ノ（鐵道）。

★La Dezerto （束京千住エスクラブ）（1號）。 

卷頭言•（重枝）。笑話。外國通信。エスを省み 

て（荒川）等。

★La Informilo Antaŭkongresa （札幌エス會）。 

★Bulteno de Kurso （福知山鐵逍エス會）〇 

★LA SEMISTO C號）（中國厦門泉卅世界議 

學會'。泉州エス運動小史其他。

★Ruga Mortelo （IPE 日本支部）。

★聯盟通信〔鐵道）（22號）この號から菊版 

1G頁活皈印刷になった“ザ博上の國際語思想 

（小松）〇溫故知新（久保寺）。Estimataj esp- 
istojC大谷）。田中、宋・大場.禹澤諸氏の工 

ス文其他。（23號）出でよpioniroj （長谷 

川）。esp-istoの曼悟伊薩）。初學者雜感〔大 

谷）、講習を了へて 野上）。小松、宋•黑川. 

靑木の諸氏のエス文。其他。

★ La Lumo Orienta （佛敎エス聯盟）（4-6 ）\ 
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號'）Koncepto de Vedo （Kanĵa）0 食事五感 

（エス文 柴山）〇 BuJhLma Tena naro0 
Raporto.
★Verda Stelo 號）Cミヤコエス窃）大本 

と私。故山田稔氏（田屮國）御挨拶j山中顯） 

北九州エス还動追憶〔中西）。

★エスペラント文學 （第4號）（フロント社）

ハ月の話題（下村）、Kion signifas la vorto 
« direkto » 谷本）、彼は何お批判すべきであ 

ったか（三宅）、私の作文方針 川崎・Res
pondoj al respondoj （下村）、反譯實驗室第1 
囘（中垣ゝ、古典文舉への一顧（人野、小坂 

«エスペラント文學》について 川临人Bulteno 
de SEL （3）, Fabaloj de Ezopo （中垣）、 

Kabano sur la monto〔田畑）〇

鐵・道•と•エ•ス餌1
【郵盟本部】8月の主要指導條項:本年の 

大會開催期「Iの決定を見たのを機會として 
「エスペラント大命の意義を明らかにし祉會 

狀勢に卽した認識を以て大會に參加すべき事 

を拒示してゐる。聯盟通信S月號にrEsp-isto 
の覺悟」と題した論文がある。

【東京】 炎暑に拘らず全事業を續行。硏究 

符は中等講習終了者を加へザメンホフ讀本に 

より出席.（）,月例會は機關誌グ批評及會の粗 

縱立に就て論議數時に及及ぶ。機關誌FEK 
月：囘發厅〇逗子海水浴場に設けたFER水 

泳部大好評を博す。夏季特別硏究停は7月末 

より週.囘用書Kial venkis Esp.により開催 

中。出席8〇會員中の有志を募り侮/J小紋を 

積立一泊旅行伶をなす事に決定"Nova K- 
■・般公開の新祈明菓に於ける火曜18.30より 

2時間は夏期中特に遠來の客にて賑ふ。

【吹田】 每火曜ザメンホフ讀本の輪講會出 

席7〇 炉

【京都】 炎暑中は不定期にかルロの雜講會 

を開く。命代表長谷川氏は福知山、敦賀の同 

志と往復して連絡をとり努力中。會Hh｛內氏 

は29ヶ國に20パ人の文通者を持って居りしか 

も確實に返事を出してゐる。

【桐生】n下令ロは獨習の狀態にあるが量 

より質をH指し確實なる會員を作る事に努力 

中J ・ ・・r
【福知山】s月中は會合は休止。各自相應 

•の勉學を緬けてゐるc Heroldoの交通廣吿に 

より每日5通位通信が來る。美麗な給ハガキ 

縮をクラブ理髮室に陳列。效果頗大。

【盛岡】 市內の同志と協力勉學中。

★守隨壽子夫人の計學今評議員守随一氏令 

夫人は匕月より微恙臥床中の處《月旧日忽焉 

として御逝去されました。昨年御結婚後備か 

一年にして心の友を失はれた夫君及び御家族 

御ー同様に對し衷心から哀悼の意を表明致し 

ます。

(Daŭrigo de p. 234)
輕蔑などはしません,だが眞似するわけに 

はいきません。

41. Ĉu neniu infano povas veni ankaŭ 
al la balo? (FI 18)
子供は誰も舞踏會へ行っちゃ惡いのかし 

ら〇

42. Kutiminte je la elparolado latina, 
li ne povis akcepti la vortojn. (LR 16)

ラテンの發音に聞き慣れてるので止ヒ等の語 

を受入れ兼ねた。(li devis ne akcepti)
43. Oni plu ne povas dubi, mi vidis 

tra la truo de la seruro. (GD 29)
もう疑ふ餘地はない(Estas neeble plu 

dubi)鍵扎からおれは見たのだ。

iiii 1111111111111111111111111111111111111111111nin

學會のマーク圖案投票成績發表

本誌3月號で一般の御投票を願った。その 

結果は次の如くです。（3丿J號7リ頁番號を揭 

げそれに得點を附しました）

1.180 點。2.151。3・176。4.15»
5. 245。6.137〇 7.1690 8.135. 9.133〇
10. 257。11.160〇
卽ちー等は10番（得點257）です。その考 

案者は大阪市東區南久太郞町1の16松谷方 

林忠良氏です。（猶詳細次號に）

【編輯後記】★Lit. Mondo誌の特派使節 

Lejzerowicz氏の來朝は近來稀有の快報〇地 

方會各位の御援助をまつc★心"は論戰今月 

休載。★石黑氏近著の批評は嚴し過ぎるとい 

ふ人もあるそうな。があれは「廣吿文」と「實 

物」を見比べて廣吿文の是正のつもりで書い 

たものにすぎぬ。あの『廣吿文」がなければ 

あゝいった批評が產れなかった筈。「實物」を 

みて廣吿文と批評とを讀み比べてもらへば評 

者が爭實をまげて書いてをるかどうかは判っ 

てくれるだろう。本號石黑氏の辯明中「索引」 

の事全然評者と考へ力がちがふが今はめペ 

ぬ。（岡本）
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黯峙聲離□本エスペラント學會 振替東京1132，番

エスペラント文藝讀本
••・第1輯スラヴ篇（小坂狷二氏編）… 

囂垮赴臨饗爲黑定價各25錢•送和錢

ツルゲネフ「散文詩」ヽプーシュキン「吹雪」ヽゴーゴル「檢察官」ヽアンドレーエ 

フ「赤笑記」ヽその他シ.ンキエヴ”チ、トルストイヽコロレンコ、チェホフの短篇 

或ひは長篇の拔萃等ハ篇。すべてスラヴ文學の珠玉の逸品。やゝ高程度の山等 

講•習會の敎材ゝ或ひは硏究會の資料として最も興味多いもの。卷末に註を添へ 

てある故掘習用にも適し、讀协としても推獎することができる。讀晉の便を計 

り、四六判の敎科』:版と、瀟洒な三五判の携偌版とを作りました。御註文の際 

はいづれか御指定下さい。御指定なきばあひは適宜に取計らひます。

——學會會員。九月末日までの註文に限り特價2Ĵ錢----

第2輯 フランス篇（九月中に刊行の豫定） 川崎直一氏編 

第3輯 シエクスピーア篇（十月中に刊行の豫定）一

___  以「ドゲ・テ、シルラー篇、中歐篇、原作篇等續々刊厅の準備中。

黯蚌晋 離日本エスペラント學會



學會會員へ犧牲的廉價提供
ザメンホフの著書その他の名著良書

今年中の御注文に限リ定價の一割引

我が國エスペランチストの讀書獎卿の意味でザメンホフの著 

書の大部分及びエスベランチストが必ず讀むべき古典的名著， 

學習上特に重要な良書等を多數選擇して特償で提供いたします

しかし現在の定價が桎場はづれの腹價で（定價は1fr・fr•二約16錢の計算。 

現在の和場1fr.饥=20錢見當。）從って,かうした提供は履に簸牲的奉仕 

で，全部が殆んど原價なみで，中には原價以下になるものもございますから, 

下記條件は特にお守リねがひます。

2
 3
 1
5

格

間

库

數

意
 

資

期

割

册

注

特典を受けるものは學會の會員〔維持貝Jに限る。

1933年7月1日から1二月31日まで。

學竹取次洋書目錄G月1□改訂・中★印を附けたものは各定價の一割引。 

1種類につき期間中一人一册に限る。但し種類に制限はない。

乩為替相場に垂大な異同が生ずると期間中でも豫吿なしに規定を變更す 

b.學會支部からの註文は從來力規定を適用せず，定價の一割三分引とす 

る。但し註文者（勿論學會會員に限る）の名を明記すること。

C.1932年ロ月!日訂正圖書目錄記載の特典は6月30日限り徹囘する。

特fF提供書の一部。Fundamendi Krestomatio; Marta （各ま價2圓40錢;特價2圆 

16錢），Fundamento de Esp; Hamleto; Lingvaj respondoj C各定價1圜:特債 90 錢）, 

Naŭ.ingva Etimologia Leksikono〔定價 3 圓 9J錢:特價 3 0 51錢），Kompleta Gramatiko 
（上製:定價5圓1U錢;特價4囿59錢:並製:3圓90錢;特價3圓5： Jarmiloj
Pasas C上下定價15圖:特债13 
EHO錢）その他多數。

5G 錢》Per Balono al Poluso （定價 y 圓:特價 8

新版遷書目錄は切手2錢封入お申込みあれ

舊號慵歎日本エスベラント學會勰湫腮

曲曲溥も墨會會員になれ!!
ノも 會賈:年〔普通會員;）2圓40錢C止曾員〕3圆



SCIENCA GAZATO特價購遭者盡募集
„ Scienca Gnzeい の特價購讀者を7月號で募集いたしましたごこ 

ろ忽ち定員の25名に逹し、遠隔の地の方は卽時お申込みになった方 

もお斷bするのやむなきに至?）まし化。これは大變お氣の毒なこざ 

ざ存じましたので.發行元ご交涉の結果.更に"名限り特價のお申 

込みを追加受附けるこざに致しまし化。又もや滿員にならぬうちに 

卽刻お申込み下さい。

Scienca Gazetoの詳細については7月號海外報道欄を御參報下さい。 

SCIENCA GAZETO赌讀料1年分 1doi.（邦貨約4囿） 

先着30名;艮リ特價潇讀料1年分2圓

申込所飜脅歡日本エスペラント學會舉戳劉誌霍

新着•再着洋書案內
Hur.u しinio! 定價65錢・送料2錢

Tretiakovの戯曲。ヨーロッパの資本主義國家ぽヽ如何に我爭の友邦を搾取 
しっっあるか。長江に錠泊する自國軍艦の庇護の下に橫行する紅毛資木閥の暴 

虐を描寫し.「吼えろゝ支那!」と、作者は叫ぶ。

Problemo de lnternacia Lingvo 定價巾錢・送料2錢
國際語に對するDrezenの論文集〇ソヴェートの同志は國際語に就いてヽど 

んな艸谕を持つ加。著押が我々H本の同志の役割を主要視してゐる點を本書に 
よって知ることも必要であらう。露エス對譯。

Al la Nova Etapo 麴般最嘗僚の言語小諭黑

iza★Analiza Historio de Esperanto-Movado
Drezen著」定價1圆C0錢•送料4錢 學會會員に限り特價1園44錢。 

£产Teorio de Esperanto 定價2 040錢・送料4錢

Varankin著、學產命買に限り特價2 El16錢

責Skizo Pri Teorio de Esperanto 定價1圜5錢•送料!錢

Drez*n 著。露エス對譯》學會會員に限り特負9“錢

豺ぎ代按日本エスペラント學會疆瀏灌I
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2.フランス篇......（近干IJ
（以下續々刊行）
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丿レ ト 大朝懸賞窗選五十年後の社會 .....

I： j負 稿 原作科學論文・文學作品の飜譯等・•

伊井迂著原作詩と詩歌俳句尊の敝譯

.......040 2 倫敦塔夏目漱石.....
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〔詳細內外エス畫聞書目錄二錢切手封入お申込み次第送呈〕
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見よ,この奇蹟的新廉價6 册・ 2,000 頁・ 55 H
僅かに8圓

の書籍が

50錢（送料2圓）

今まで送料共21圓20錢で申込みを受けてゐたAELAの 

書籍が，その半額以下で，手にはいるこミになりました。

お申み方法

お申込みご同時に,

I■阈際返信切手券「70枚（擔磋幾）

お送りください 

現全での御詮文は從來通り17圓、送料4圖20錢）申受けます

その他詳細な內容說明書 規定,申込書等は2錢切手封入お申込みあれ
一 一 ------ ------- ----------- ------------

今囘AELA發行元と交涉の結果，「阈際返信切手券」で支拂ふ路が開けましたから 

上記の通り「阈際返信切手券」でのお小込みを受けることになりました。しかし 

「阈際返信切手券］は本來返信用にあてるものですから,當會•で,取纏め數禹枚買入 

れることは不可能です。（郵便局では・度に百枚も賣ってくれぬ故）。それで,お中込 

ミ者御自身でお買求め願ふことに致しました。詳細は規定中に說明致しますが，同券は 

:1枚15錢（70枚で1010150錢）づつで金國各地の…，二等郵便局で販竟してを!）ま

;す。ま仁三等集配局でも巾込めば取寄せてくれるはす・です。

•,注意:「阈際返信切手券」には郵便局の口附印が捺してないと無効ですから，お買求 

ソめの際は，お忘れなきよう,左側の圓に消印をお受けください。

'•締切は9月30日ですが，締切前にも隨特取喔めて送り上すから,なるべく早くお中 

込みください。 ・

束京市本鄕 財團口 木 丁 スベ ラ ント息!侖 5415
芫町一丁目法人已牛エス、ノ ノ I字皆 振替東京11323番



La Revuo Orienta——Monata organo de Japana Esperanto-Instituto,
Hongoo-Motomaĉi I, TOKIO, Japanujo; abon > internacia 5 svis. frankoj.

我國に於けるエスペラント普及・硏究・實用の中心機關 
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的 エスペラントの普及、闵究・實用

.（（a）エスペラントに關する各種の硏究調査及其發表 ・
（b） 雜誌及圖書の刊冇・及外阈エス語書籍の取次
（c） 講演會講習會の開催及後援• ・
（d） 其他本會の目的を達成するに必要な事業

（a）普通維持員年粧2側4（錢（b）正維持員年額:!冏
＞賛助維持貝年額5冏 （d）特別維持員年顓10圓以I:
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昭和八甲A月二十五日即切

昭和八年九月一日直行
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